
， 

|別冊 1 

平成30年度

債権処理計画
(実績)

三重県



E-、
υ一1
 

1
 

官

疎
音

財
E
体
一
糊

一
全
一
総

一

一

名

-E

一課

同

一

一

当

-EE---
制
民

)
量
一
名
一
刈

胞
活
一
戦
一
地

融
市
山
一
一
投
一
印
刷

i

j

 

劃

一

部

一

取

様

一

1

-

2

滞 納債権の現状

3 平成30年度実績

A平実成績29年度 B 当初 C平成3主0年尭度生 目 標 。実績(平成30年産末) E平成30年度発生分 F平成30年度末
(平成29年度末) (平成30年度 分を除く。) (平成30年度尭生分を除<.) 期末残高 B-D+E 

債権の性格 穣別
処理額 来済穣 処理額 回収率司整理率 処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 未済件数 処理件数 金体比 前年比
処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数C/日(%) C/A(同〉 0/6(%) O/A(%) 

3-1 
回収対象

8，200，119門 10，811，134門 包収$ 131.8 8，450，260同 g話収寧 103.1 78.2 
375件 588件 自..巨 156.8 356件 回収車 94.9 60.5 

強制徴収 薬理対象
9，933，638円 13，321，614河 霊寝事 134.1 13，882，007門 蔓彊圏構 139.7 104.2 

公債権
777件 761件 受理事 97.9 799 霊登壇. 102.8 105.0 

計
18，133，757円 4，642，247，145 pl 24，132，748門 間寧 0.5 133.1 22，332，267円 処担.. 0.5 123.2 92.5 871，728，924 pl 5，491，643，802門

1，152件 5，674件 1，349件 処理車 23.8 117.1 1，155件 処酔 20.4 100.3 85.6 1，474件 5，993件

3-2 
回収対象

4，306，402門 4，463，832問 四，.. 103.7 3，898，704同 醐副巨 90.5 87.3 
17件 21 ，件 醐 2躯 123.5 26件 醐 2績 152.9 123.8 

非強制徴収 整理対象
3，411，958河 3，232，85日間 整理場 94.8 3，595，321 pl 105.4 111.2 

公債権
5 ，牛 日件 度理事 160.0 12件 監騨 240.0 150.0 

計
7，718，360門 136，050，470内 7，696，682同 処理事 5.7 99.7 7，494，日25問 処理務 5.5 97.1 97.4 3，941，820門 132，498，265 pl 

22件 320件 29件 処酔 9.1 131.8 38件 処瑳摩 11.9 172.7 131.0 22件 304件

3-3 
回収対象

119，922，343円 125，398，643同 自収率 104.6 258，193，649円 回収. 215.3 205.9 
6，100件 7，262件 回収事 119.0 7.137件 箇札足阜 117.0 98.3 

整理対象
152，447，425円 25，328，020門 要整理寧 16.6 366，031，560内 建程寧 240.1 1，445.2 

私債権 132件 103 ，牛 建寝司隣 78.0 98 .理寧 74.2 95.1 

百十
272，369，768門 3，976，254，647阿 150，726，663門 岨. 3.8 55.3 624，225，209同 処翠. 15.7 229.2 414.1 75，974，666同 3，428，004，104河

6，232件 57，376件 7，365件 処理窃 12.8 118.2 7，235件 処漫t績 12.6 116.1 98.2 7，989件 58，130件

自収対象
132，428，864伺 140，673，609門 回収. 106.2 270，542，613 pl 回限移 204.3 192.3 

6，492 ，キ 7，871件 陸凶民E巨 121.2 7，519件 帥. 115.8 95.5 

合計 整理対象
165，793，021阿 41，882，484同 聾瑳$ 25.3 383，508，888門 .寝取 231.3 915.7 

914件 872件 受理軍事 95.4 909件 整理皐 99.5 104.2 

計
298，221，日日5向 8，754，552，262内 182，556，093河 Z込覆. 2.1 61.2 654，051，501内 処理寧 7.5 219.3 358.3 951，645，410同 9，052，146，171阿

7，406件 63，370件 8，743件 処理事 13.8 118.1 8，428件 処理事 13.3 113.8 96.4 9，485件 64，427件
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様式(実績2)

平成30年度債権処理計画(実績・総括票)
1部局長等名

Z 取りまとめ担当課名

滞納 債権の現状

3 平成30年度実績

債権の性格 種別

3-1 
回収対象

強制徴収 整理対象
公債権

富十

3-2 
回収対象

非強制徴収 整瑳対象

公債権

言十

3-3 
自収対象

私債権
整理対象

計

回収対象

合計 整理対象

言十

医療保健部長

医療保健総務課

A 平成29年度 8当初

実緩 (平成29年度京)

処理額 来済額

処理件数 未済件数

日円

。件

。円

日件

。門 。円

。件 。件

。円

。件

。円

。件

。円 。同

日件 。件

7，628，455 f'l 
77件

540，542門

12件

8，168，997円 38，172，663円

89件 231件

7，628，455同

77件

540，542円

12件

8，168，997円 38，172，663円

89件 231件

C 平成30年 度 目 襟
(平成30年度発生分を除<0) 

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/6(%) C/A(%】

。円 回収寧

。件 白紙皐

O f'l .理率

o i牛 護霊安調R

。阿 処理恵

。件 処理寧

。門 回収率

日件 隠収率

日同 整理寧

日件 箆理廓

。円 処理事

。件 処理率

10，821，843円 閤収率 141.9 
61件 閤収率 79.2 

1，187，808同 盤理組事 219.7 
12件 '委理事 100.0 

12，009，651 f'l 処理事 31.5 147.0 
73件 処理寧 31.6 82.0 

10，821，843門 田収率 141.9 
61件 回収車 79.2 

1，187，808内 盤現率 219.7 
12件 間百臨 100.0 

12，009，651阿 処理事 31.5 147.0 
73件 処現定結 31.6 82.0 

口実績(平成30年度末) E lj!成30年度発 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 生分期末残高 B-O+E 

処理額 回収率・整理率 自標達成率 金額 金額 主な債権

処理件数 全体比 前年比
O/C(%) 件数 件数0/呂(%) D/A(%) 

。円 回収率

。件 銅線車

。円 2恵理事

日イ牛 整理廓

O f'l 処理率 日向 。円

。件 処理$ o i牛 日件

。門 回収率

日件 鴎収率

。阿 整理率

。件 感想率

。円 処理事 日間 。内

。件 処理事 日件 。件

10，693，651円 閤収率 140.2 98.8 画齢者住宅整備賞金貸付金

62件 閤収率 80.5 101.6 介護福祉士等降学賞金賞付金

636，000内 盤理寧 117.7 53.5 看護師等修学資金貸付金

1件 受理事 8.3 8.3 医師修学資金貸付金

11，329，651円 処理事 29.7 138.7 94.3 645，866阿 27，488，878内 畠動販売機光熱水費負担金

63件 処理事 27.3 70.8 86.3 自件 176 i牛
10，693，651円 盟関車 140.2 98.8 

62件 悶悶思 80.5 101.6 
636，00日間 整翠$ 117.7 53.5 

1件 整理寧 8.3 8.3 
11，329，651阿 処寝寧 29.7 138.7 94.3 645，866 f'l 27，488，878門

63件 処寝$ 27.3 70.8 86.3 8 i牛 176件
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機式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 高齢者住宅整備資金貸付金

2債権の性格 私債権

高齢者が家庭で生活しやすく、また、ホームヘルパ一等の
保健福祉サービスを受けやすくするために住宅を改善する

3債権の概要
工事資金に対する資金の貸付を実施。最終貸付は平成8
年度で、最終償還は平成18年度であったが、未だ償還され
ていない貸付金(三震県高齢者住宅整備資金及び障害者
住宅整備資金貸付条俄)。

4 滞納となった要因等 債務者の生活困窮等

5部局長等名 医療保健部長

6所管課等名 長寿介護課

滞納債権の現状滞納債権の現状

9 平成30年度実績9平成30年度実績

4 

7 

耳R
組
方

針

B 

耳R
組
成
果

A平成29年度 日当初 C 平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別 処理額 来済額 処理様 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(帖)

9-3 2，751，537円 ----1，241，136円 潤収詩集 45.1 
密収対象

28件 ------- 15件 団収率 53.6 

540，542円 ----551，808円 整理擦 102.1 
整現対象

-------私債権 12件 11件 重整理準 91.7 

3，292，079円 12，620，956円 1，792，944円 処理調停 14.2 54.5 
計

40件 173件 26件 処護局巨 15.0 65.0 

借受人本人や連帯保証人が死亡している債権については、相続関係を調査し、催告対象者を
特定していく。
一括納付が関難な債務者に対して、返済計画書の作成を指導するなど計画的な債権回収を
図っていく。

納付指導の取絡により、4名の滞納者について債務が完済された。

口実緩〔平成30年度末) E 平成30年度発 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 生分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 毘標逮成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(同) 件数 件数0/8(%) O/A(同)

1，040，944円 筒収率 37.8 83.9 --------------14件 倒収率 50.0 93.3 --------------。円 獲翠率 。。 。。-----------。件 整理率 。。 。。--------1，040，944円 処理事 8.2 31.6 58.1 。円 11，580，012円

14件 処理率 8.1 35.0 53.8 。件 159件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績イ盟票)
1債権名 介護福祉士等修学資金貸付金 7 

2 債権の性格 私債権 耳E

3 債権の概要
介金護(三子駅重県社会福祉盟士F及のび夜介学護生福に祉対土す修る学修資学金資貸金与の規貸付

車直
方
針

員1])

4 滞納となった要因等 償務者の生活殴窮等

5 部局長等名 医療保健部長

6 所管課等名 長寿介護課

滞納債権 の現 状

9 平成30年度実績

債権の性格 穏lllJ

9-3 
回収対象

整理対象

私債権

計

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

9，000円

。{牛

。円

。件

9，000円

。件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

------------------------99，000円

10件

B 

取
組
成
果

C平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/B(同) C/A(%) 

36，000円 陣同院寧 400.0 

4件 回収率

。円 監理足農

。件 整契製E事

36，000円 処理率 36.4 400.0 

4件 処理事 40.0 

5 

債務者の再生計画に基づき、 3，000円/月の返済が確実に行われるよう取り組む。

債務者の再生計画認可決定がなされたため、返済の対象額が108，000円とされ、平成30年1
Rから3，000円/月の返済が行われることとなった。このため、再生計画に碁づき、平成30年
度は36，0∞円が返済され、目標を達成した。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 生分期末残高 日-D+E

処潔額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
O/C(%) 件数 件数。/町同) 。/A(%)

36，000円 悶収率 400.0 100.0 ------------4件 隠収率 100.0 ------------。円 援理事 ------------。件 整理機

----------------36，000円 処理率 36.4 400.0 100.0 。円 63，000円

41牛 処寝率 40.0 100.0 。件 6件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績圃個票)
1債権名 看護師等修学資金貸付金 7 

2 債権の性格 私債権 取
組

3 債権の概要
看護師養成施設等の在学生に対する修学資金の貸付金 方

針(三重県保健師助産師看護師等修学資金貸与規則)

4 滞納となった要因等 疾病、家族の介護等による生活函窮

5部局長等名 医療保健部長

日所管課等名 地域医療推進課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 
回収対象

整環対象

私債権

富十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

1，510，000円

46件

。円

01牛

1，510，000円

46 t体

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

----------------------1.734，000円

44件

自

l1"~ 
組
成
果

C平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/副帖) C/A(%) 

1，026，000円 組収率 67.9 

41件 題収穫 89.1 

636，000円 繁理率

1件 監程司区

1，662，000円 処理率 95.8 110.1 

42件 処理移 95.5 91.3 

債務者の経済状況に応じた返済計酪を立てさせ、分割納付による返済が確実に履行されるよ
うに指導する。昨年度に引き続き、連絡を密にして、計酪的な債権回収を固指す。また、新た
な未収金の発生を紡ぐため、適切な時期に本人・連帯保証人等に対する文書による督促・催
告や電話による催告を実施していく。
悪質滞納者に対しては、債権の悶収等を外部に委託するなど、有効な方法を検討することに
より、処理の強化に努める。

本人・連帯保証人等に対する文書による督促・催告や電話による催告などに加え、返済計箇
や分納納付による返済の指導を実施した結果、自標額・件数を超える回収を実現できた。

由実績(平成30年度末) E平成30年度発 F平成30年度来
(平成30年度発生分を除く。) 食分期末残高 B-O+E 

処理額 回収率・繁理率 自標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/C(同) 件数 件数o/s(拍) D/A(拍)

1，098，000円 園出率 72.7 107.0 -----------43件 回収率 93.5 104.9 ------------636，000円 援翠率 100.0 ----------1件 整理操 100.0 -----------1.734，000円 処理率 100.0 114.8 104.3 603，000円 603，000円

44件 処理恵 100.0 95.7 104.8 7件 7件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計酒(実績・値票)
1債権名 医師修学資金貸付金 7 

2 債権の性格 私債権 取

3 債権の概要
す県る内たのめ医にI 、圏内のに医お大け生るに医対師しのて確貸保与及すびる質資の金向(三上重に県資

組
方

針
医師修学資金貸与規則)

4 滞納となった婆因等
債権1件の額が大きく、一括での納付が難しいことか

ら、分書IJ返済の承認を行ったため。

5 部局長等名 ~療保健部長

6 所管課等名 地域医療推進課

滞納債権 の現 状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 
回収対象

整理対象

私債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処潔件数

3，357，918円

3件

。円

。件

3，357，918円

3件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

------------
------------23，718，707円

4 イ牛

自

l1"~ 
車産
成
巣

C平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処浬件数 全体比 目'J年比
C/引回) C/A(砧)

8，518，707円 回収率 253.7 

1件 団山率 33.3 

。円 重整理話器

。件 整理事

8，518，707円 処謹率 35.9 253.7 

1件 処翠廓 25.0 33.3 

7 

返済計画番通りの返済がない債務者に対し、電話やメールなどでこまめに催促する等、計画
的な返済を行うように指導していく。

債務者に対して、電話やメールなどによる催促や計画的な返済のための指導を実施した結
果、呂標を達成することができた。

。実績(平成30年度末) E 平成30年度発 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 生分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・皇室理率 毘標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/C(%) 件数 件数D/自作也) D/A(%) 

8，518，707円 国収率 253.7 100.0 --------------1件 回収率 33.3 100.0 -------------。円 重要理率 -------------。件 2整理事 --------------8，518，707円 処理率 35.9 253.7 100.0 。円 15，200，000円

1件 処翠，. 25.0 33.3 100.0 。件 3件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 自動販売機光熱水費負担金

2債権の性格 私債権

3 債権の概要 自動販売機設置場所の貸付に基づく篭気料金

平成31年3月31日に債権額を確定し、納期限が平成31

4 滞納となった要因等
年4月25司の納入通知書を債権者あて送付した。
債権者より平成31年4月258に納付があったが、財務
システムへの反映が令和元年5月9日となった。

5部局長等名 医療保健部長

6所管課等名 食品安全課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

8 

7 

町E
手品
方
童十

自

取
組
成
果

A平成29年度 日当初 C平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (王手成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種耳IJ 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/駅同) C/A(帖)

9-3 円 ------ 円 回収率

回収対象

------件 件 困収率

円 ------ 円 整理幕

整理対象

私債権 件 ------ 件 整漫Z襲

。円 。円 。円 処理森

言十

0件 。件 。件 処種率

平成30年度発生債権のため取組方針設定なし

口実績(平成30年度末) E平成30年度発 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 主主分期末残高 日日十王

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 目"年比 0/引%) 件数 件数
D/B(拍) D/A(%) 

円 自収寧 ------------件 国収足農 -----------円 整理足農 -----------件 霊翠題名 ------------。円 処理率 42，866円 42，866円

。件 処務2事 1件 1件



様式(実績の

平成30年度債権処理計画(実績・総括菓)

1部局長等名 |子ども・福祉部長

2 取りまとめ担当課名 i子ども・福祉総務課

滞納 債権の現状

3 平 成30年度実績

債権の性格 種別

3-1 
回収対象

強制徴収 整理対象

公債権

言十

3-2 
回収対象

非強制徴収 義理対象

公債権

言十

3-3 
関収対象

私債権
整理対象

計

‘ 
回収対象

合計 整理対象

計
Lーー

A平成29年度 B 当初
実績 (平成29年度末)

処理額 朱済額

処理件数 未済件数

3，721，393伺

150件

8，963，038伺

705件

12，684，431円 83，841，731阿

855件 5，050件

4，065，335円

16件

3，411，958円

5件

7，477，293円 92，991，966阿

21件 244件

37，656，327門

4，567件

124，409阿

41件

37，780，736阿 400，569，183円

4，608件 42，127件

45，443，055円

4，733件

12，499，405円

751件

57，942，460円 577，402，880円

5，484件 47，421件

C 平成30年度目 様
(平成30年度発生分を除(，)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

5，099，550同 回収車 137.0 
350件 回収$ 233.3 

8，046，039同 整理期 89.8 
701件 建浬E属 99.4 

13，145，589門 処現場 15.7 103.6 
1，051件 処理翁 20.8 122.9 

3，489，280円 阻収率 85.8 
8件 闘収率 50.0 

3，232，850門 髭理事 94.8 
8件 整理容 160.0 

6，722，130阿 処理率 7.2 89.9 
16件 処理率 6.6 76.2 

37，719，308円 回収書展 100.2 
4，759件 悶収率 104.2 

511，760同 霊理E事 411.4 
72件 畳程率 175.6 

38，231，068門 処理事 9.5 101.2 
4，831 i牛 処理箪 11.5 104.8 

46，308，138 pl 回収率 101.9 
5，117件 園仮事 108.1 

11，790，649円 整理率 94.3 
781件 整理率 104.0 

58，098，787円 処理母 10.1 100.3 
空898性処現場 12.4 107.5 

D 実緩(平成30年度末〕 E平成30年度発 F平成30年度末
(平成30年度発生分を熱心) 生分期末残高 B-D+豆

処理額 図収率・繋理率 目標速成率 金額 金 額 主な債権

処理件数 全体比 前年比
O/C(%) 件数 件数D/8(%) D/A(%) 

5，331，836円 鴎収事 143.3 104.6 児童措置費量担金

201件 E収. 134.0 57.4 生活保護費返還金(強制徴収公債権)

8，693，507円 鐙廻事 97.0 108.0 離害児入所施設措置責保護者等負担金

750件 笠現$ 106.4 107.0 
14，025，343円 処理事 16.7 110.6 106.7 16，168，863阿 85，985，251拘

951件 処理事 18.8 111.2 90.5 1，300件 5，399件

3，294，000阿 閤収2巨 81.0 94.4 生活保麗質返還金{非強制j徴収公債権)

12件 国収率 75.0 150.0 知的障害者施設入所者負担金

3，595，321門 受理率 105.4 111.2 
12件 受理率 240.0 150.0 

6，889，321円 処理事 7.4 92.1 102.5 3，202，430円 89，305，075円

24件 処理寧 9.8 114.3 150.0 18件 238件

41，233，539内 固収率 109.5 109.3 母子父子事揖福祉黄金賞付金

4，578件 箇収率 100.2 96.2 障害者性宅聖惜貴金貫付金

511，760河 '警護摩 411.4 100.0 心身障害者扶聾共済事業負担金

72件 霊理E巨 175.6 100.0 
41，745，299伺 処理事 10.4 110.5 109.2 29，791，276門 388，615，160円

4，650件 処理事 11.0 100.9 96.3 3，064件 40，541件

49，859，375円 国収母 109.7 107.7 
4，791件 包収率 101.2 93.6 

12，800，588円 整理事 102.4 108.6 
834件 整理恵 111.1 106.8 

62，659，963円 処軍事 10.9 108.1 107.9 49，162，569伺 563，905，486門

5，625件 処種率 11.9 102.6 95.4 4，382件 46，178件

9 



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績回個票)
1債権名 生活保護費返還金(強制徴収公債権)

2債権の性格 強制徴収公債権

3 債権の概婆
生活保護法第78条(不実の申請等による保護)による徴収
金で、平成26年7Fl1日以降の支給分にかかるもの

4 滞納となった要因等債権者の生活麹窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

日所管課等名 地域福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

10 

7 

取
車喧
方
針

自

取
車唖
成

巣

A 平成29年度 目当初 C 平成30年度目 標
実績 (平成田年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 号車 ~IJ 処現議 来済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処環件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-1 1，458，920円-----2，842，207円 回収率 194.8 
回収対象

3件 ----- 5件 園収率 166.7 

。円 ----- 。円 整理率

義理対象
強制徴収

。件 ----- 。件 霊理議
公債権

1，458，920円 21，294，121円 2，842，207円 処理率 13.3 194.8 
言十

3件 44件 5件 処務率 11.4 166.7 

督促・催告状・篭話等による納付の催告、訪宅による生活状況の確認を行い、現状にあった
返還指導を促す。
また、一括納付が困難な債務者については、分納等により計画的な凶収を図っていく。保護が
廃止となった者については、転居等もあることから住所誘査を実施し催告を行う。

取組方針に基づき回収を進めたが、債務者の生活図窮等のため、包収目標は達成できな
かった。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 日-D+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金緩 金額

処理件数 会体比 前年比 D/引%) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

2，319，785円 E収率 159.0 81.6 -----------7件 回収率 233.3 140.0 ------------日円 祭壇率 ----------。件 重幸男長率 ------------2，319，785円 処理準 10.9 159.0 81.6 3，210，953円 22，185，289円

7件 処理率 15.9 233.3 140.0 14件 51件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績イ臨票)
1債権名 児童童扶養手当返還金 7 

2債権の性格 強制徴収公儀権 耳E
事E

3 債権の概要
児童扶養手当法により支給された児童扶養手当の返還金 l

方

(児童扶養手当法第23条第1項)

4 滞納となった要因等 債務者の生活困窮等

5 部局長等名 子ど も ・ 福 祉 部 長

6 所管課等名 子育て支援諜

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 
回収対象

強制徴収
整理対象

公債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

1，011，070円

5件

441，660円

3件

1，452，730円

B件

日当初
(平成29年度末)

未済額

朱済件数

-----
--------------------9，377，850再

33件

童十

B 

l!~ 
組
成
集

C平成30年度自 榛
(平成初年度発生分を除く。)

処濯額 回収率・整理率

全体比 前年比処理件数 C/町砧) C/A(%) 

810，000円 閤収率 80.1 

2件 図収率 40.0 

。円 整寝'" 。。

日件 艶理率 。。

810，000円 勉寝司区 8.6 55.8 

2件 処理事 6.1 25.0 

11 

一括納付が困難な債務者に対して、返済計画書の作成を指導するなどの計蘭的な債権問収
を図る。分割納付者に対して、毎月納付指導を行い、確実な履行を求める。長期分納不履行
者には、市町と連携し実態を把握し、定期的に催告を行う。

取組方針に基づき呂収を進めた結果、自標額を超える沼収を行うことができた。

。実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 毘標達成率 金額 金額

全体比 前年比処理件数
0/飢%) O/A(%) 

D/C(%) 件数 件数

890，100円 間収容 88.0 109.9 

--------------------4件 回収率 80.0 200.0 ----------------。円 整寝E襲 。。

--------------------日件 受程率 。。

--------------------890，100円 処理様 9.5 61.3 109.9 787，120円 9，274，870円

4件 処理第 12.1 50.0 200.0 自件 35件



12 

様式(実績1)

平成30年度債権処理計闇(実績・個票)
1債権名 児童措置費負担金 7 

2債権の性格 強制徴収公債権 取

級

3 債権の概要
児童福祉法扶に規養定する措置により、施設入所を行った場合
の本人文は養義務者の負担金(児童福祉法第56条)

方
針

4 滞納となった婆因等 債務者の生活困窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6所管課等名 子育て支援諜

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 
自i反対象

強制徴収
整理対象

公債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

587，980円

87件

5，692，661 F'l 

512件

6，280，641 F'l 

599件

自

取
組
成
果

B 当初 C平成30年度目 標
(平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

未済援 処理額 回収率・整理主事

未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/白(%) C/A(%) 

-----858，100円 廻収率 145.9 

----- 162件 国収率 186.2 

-----6，280，795円 建種率 110.3 

----- 543件 整理率 106.1 

40，528，556円 7，138，895円 処理率 17.6 113.7 

3，754件 705件 処狸2事 18.8 117.7 

家庭の状況、収入の状況、負債の状況等を家庭訪問などにより調査を行い、滞納者のうち霊
点的に取り組む者を選定し、債権回収を隠っていく。

取組方針に基づき回収を進めた結果、目標額を超える回収を行うことができた。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理援 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 0/引%) 件数 件数ロ/6(%) D/A(%) 

1，389，100円 箇収率 236.2 161.9 ----------107件 園収奪 123.0 66.0 ----------6，698，440円 整理率 117.7 106.6 ----------577件 整護憲 112.7 106.3 ----------8，087，540円 処環E容 20.0 128.8 113.3 9，371，810円 41，812，826円

684件 処理率 18.2 114.2 97.0 955件 4，025件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計閏(実績イ闇菓)
1債権名 園児学園保護費負担金 7 

2債権の性格 強制徴収公債権 耳E

児童相談所が国児学問に措置を行った場合に、児童の扶
最唖

方
3債権の概要 養義務者から、その負担能力に応じて徴収する負担金(児 針

童福祉法第56条第2項)

4 滞納となった要因寄 債務者の生活閤窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 子 育て支援諜

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穏到l

9-1 
回収対象

強制徴収
整理対象

公債権

計

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

155，200円

7件

。円

日件

155，200円

7件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

----------------
--------
---------1，994，500円

157件

B 

I!~ 
級
成
果

C平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理議 回収率・繋理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

120，000円 E級事 77.3 

3件 国収率 42.9 

268，000円 庭理率

20件 整理議

388，000円 処理率 19.5 250.0 

23件 処理俗 14.6 328.6 

13 

文書催告、電話催告を行う。
一括納付が困難な債務者に対して、返済計画を指導するなど、計画的な債権回収を行ってい
く。

取組方針に基づき回収を進めた結果、目標額を超える回収を行うことができた。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 昌一D+E

処理額 回収率・整理率 自襟達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(%) 件数 件数

D/6(%) O/A(%) 

261，100円 闘収率 168.2 217.6 

----------------10件 回収率 142.9 333.3 

----------------259，000円 整嘆き震 96.6 -----------------19件 "翠率 95.0 

----------------520，100円 処理率 26.1 335.1 134.0 724，200円 2，198，600円

29件 処理率 18.5 414.3 126.1 80件 208件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1 債権名 未熟児養育医療自己負担 金

2 債権の性格 強制徴収公債権

母子保健法の規定による養育医療の給付を行ったときは、

3 債権の概要
当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担
能力に応じて、当該措置に要する費用文は一部を徴収す
る。(I日母子保健法施行総剣第2条)

4 滞納となった要因等債務者の生活困窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6所管課等名 子育て支援課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

14 

7 

取
車哩
方
壷十

8 

耳E
総

成
巣

A 平成29年度 日当初 G平成30年度目 標
実緩 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 来済件数 処理件数 全体比 前年比
C/B(%) C/A(%) 

9-1 11，173円 ------- 15，103円 潤収耳障 135.2 
回収対象

-------
1件 1件 箇収寧 100.0 

31，117円 -------
。円 整理議 。。

強制徴収
整理対象

---------
公債権

2件 。件 .. 翠率 。。

42，290円 35，470円 15，103円 処理率 42.6 35.7 
言十

3件 3件 1件 処理率 33.3 33.3 

文書催告を中心に、電話及び訪問を行う。

取組方針に基づき回収を進め、回収目標をほぼ達成することができた。

口実績(平成30年度末) 王平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分揚末残高 日 ロートE

処理額 回収率・整理率 民襟逮成率 金額 金額

処現件数 全体比 前年比 D/C(助) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

14，781円 回収率 132.3 97.9 --------------1件 聞収牟 100.0 100.0 ど三こ --------10，103円 建翌車率 32.5 ---------------1件 整理局医 50.0 --------------24，884円 処寝現存 70.2 58.8 164.8 。円 10，586円

2件 処翠局医 66.7 66.7 200.0 日件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績聞個票)
1債権名 障害児入所施設措置費保 護者等負担金

2債権の性格 強制徴収公債権

3 債権の概要
児童福祉法に規定する措置により、施設入所を行った場合
の本人又は扶養義務者の負担金(児童福祉法第56条)

4 滞紋となった要因寄 債務者の生活困窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 障がい福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

喧且
車E
方
童十

B 

I!~ 
経
成
果

A 平成29年度 日当初 C平成30年度目 標
実績 〔平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 穣買rJ
処理額 米済援 処理額 回収率園整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-1 481，050円 ------438，140円 関山第 91.1 
回収対象

47件 ------ 177件 箇川民事 376.6 

2，797，600円 -------1，497，244円 整翠事 53.5 
整理対象

強制徴収
188件 ------ 138件 受理率 73.4 公債権

3，278，650円 9，972，714円 1，935，384円 処理事 19.4 59.0 
言十

235件 1，057件 315件 処理箪 29.8 134.0 

15 

家庭の状況、収入の状況、負債の状況等を家庭訪問などにより調査を行い、滞納者
のうち重点的に取り組む者を選定し、債権問収を図っていく。

取組方針に基づき回収を進めた結果、目標援を超える回収を行うことができた。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度米
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 自一口十E

処理額 回収率・整理率 呂様達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/8(%) D/A(拍)

440，970円 宙収率 91.7 100.6 --------------72件 翻収穫 153.2 40.7 --------------1，725，964円 望室埋率 61.7 115.3 -------------153件 整理率 81.4 110.9 --------------2，166，934円 処理率 21.7 66.1 112.0 2，074，780円 9，880，560円

225件 処寝皐 21.3 95.7 71.4 245件 1，077件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 福祉手当返還金

7 

2 債権の性格 強制徴収公債権
取

特別児童量扶養手当等の支給に関する法律により支給され
組
方

3 債権の概要 た経過的福祉手当の返還金(特別児童扶養手当等の支給 童十
に関する法律第24条第n貰)

4 滞納となった要因等債務者の生活図窮等

5 部局長等名 子ども副議祉部長

6 所管課等名 障がい福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 
回収対象

強制徴収
義理対象

公債権

言十

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

8，000円

。件

Of'l 

。件

8，000円

。件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

--------------------388，360円

1件

B 

取
最温
成
果

C 平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 会体比 前年比
0/8(%) C/A(%) 

8，000円 泊収寧 100.0 

日件 掴収率

。円 整理局長

。件 望室理率

8，000円 処寝耳長 2.1 100.0 

。件 処型車率 。。

分割納付が滞ることのないように、債務者に定期的に連絡をとり、分割納付を確実に行うよう
指導する。

取組方針に基づき図収を進めたが、債務者の生活困窮等のため、回収目標1ま達成できな
かった。

口実緩(平成30年度末) E平成30年度発生 F 'l'成30年度末
(平成30年度発生分を除<0) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/C(帖) 件数 件数0/6(%) O/A(%) 

4，000円 宙収足農 50.0 50.0 ------------。件 国収率 ----------。円 壊程牟 ----------。件 整寝耳障 ----------4，000円 処理率 1.0 50.0 50.0 日円 384，360円

。件 処理事 。。 。件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 特別棟害者手当返還金 7 

2債権の性格 強制徴収公債権 耳E

特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給され
組
方

3 債権の概要 た特別障害者(児)手当の返還金(特別児童扶養手当等の 童十
支給に関する法律第24条第1項)

4 滞納となった要因等 債務者の生活閤窮等

5 部局長等名 子ども・福枝部長

6 所管課等名 障がい福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 

回収対象

強制徴収
整理対象

公債権

言十

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

8，000円

。件

。円

日件

8，000円

。件

日当初
(平成29年度末)

未済額

来済件数

------------------250，160円

1件

8 

耳R
最直
成

巣

C平成30年度目 標
(平成初年度発生分を除く。〕

処理額 回収率・整理率

処理件数 会体比 前年比
C/6(%) C/A(%) 

8，000円 関収副院 100.0 

。件 回収率

。円 建理率

o f牛 建寝，.

8，000円 処理調停 3.2 100.0 

。件 処理事 。。

17 

分害1)納付が滞ることのないように、僕務者に定織的に連絡をとり、分割納付を確実に行うよう
指導する。

取組方針に基づき呂収を進めた結果、目標額を超える回収を行うことができた。

由実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を徐<0) 分期末残高 B一口+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/引同) 件数 件数口/8(%) D/A(%) 

12，000円 闇収率 150.0 150.0 --------。{牛 悶収率 --------。円 整理率 --------。件 盟理準 --------12，000円 処理率 4.8 150.0 150.0 日円 238，160円

。件 処理率 。。 。件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計亜(実績・個票)
1債権名 生活保護費返還金(非強制徴収公債権)

2債権の性格 非強制徴収公債権

生活保護法第63条(費用返還義務)に基づく返還金。
3債権の概要 生活保護法第78条(不実の申請等による保護)に基づく徴

収金で、平成26年6月30日までの支給分にかかるもの。

4 滞納となった要殴等 債務者の生活困窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 地域福祇諜

滞納債権の現状

日平成30年度実績

18 

7 

i取

車直
方
針

8 

取
車哩
成

果

A 平成29年度 目当初 G 平成初年度目 模
実績 (平成29年度末) (平成初年度発生分を除く。)

債権の性格 穣買IJ
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/日(%) C/A(%) 

9-2 4，036，735円 ------3，459，280円 掴収率 85.7 
lliI収対象

15件 ----- 7件 自収率 46.7 

3.411，958円 ------3，232，850円 整理議 94.8 
整現対象

非強制徴収
5件 ----- 8件 後理率 160.0 公債権

7，448，693円 90，781，466円 6，692，130円 処理議 7.4 89.8 
言十

20件 182件 15件 処理案 8.2 75.0 

督促・催告状・電話等による納付の催告、訪宅による生活状況の確認を行い、現状にあった
返還指導を促す。
また、一括納付が困難な債務省については、分納等により計画的な回収を図っていく。保護が
廃止となった者については、転居等もあることから住所調査を実施し催告を行う。

取組方針に基づき閲収を進めたが、債務者の生活凶窮等のため、回収闘標は達成できな
かった。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末 l

(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処耳豊穣 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 0/0(%) 件数 件数。/町%) D/A(怖)

3，264，000円 自収率 80.9 94.4 -----------11件 組収率 73.3 157.1 ----------3，301，321円 藍理局住 96.8 102.1 -----------7件 援浬率 140.0 87.5 ----------6，565，321円 処還率 7.2 88.1 98.1 2，871，885円 87，088，030円

18 f牛 処理率 9.9 90.0 120.0 17件 181件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個葉)
1債権名 児童入所施設措置費返還金 7 

2 債権の性格 非強制徴収公債権 取
組

3 債権の概要
児童福祉法に基づき里親に支弁した措置費(里親手当)に 方

かかる、過払い分の返還金(児童福祉法第50条) 針

4 滞納となった要図書奇 債務者の生汚濁窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 子育て支援課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-2 

回収対象

非強制徴収
整理対象

公債権

計

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

。円

。件

。円

。件

。円

。件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

------------------------294，000丹

5件

自

I[~ 
組
成
果

C平成30年度目 様
(平成30年度発生分を除く。〕

処理額 阻収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

。円 閤収率

。件 国収率

日円 墜理率

。件 "寝耳巨

。円 処理率 。。

。件 処理事 。。

19 

債務者は日本での生活が困窮し、母国に帰国しているため、入国の調査を定期的に行うなど
動向の把握に努める。

取組方針に基づき僕務者の状況把握を行ったところ、債務者の自己破産を確認したため、不
能欠損による整理を行った。

D実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F 'JI成30年度末
(平成30年度発生分を除<0) 分期末残高 日一口+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(同) 件数 件数

D/町%) O/A(%) 

日円 回収率 ------------。件 回線率 ------------294，000円 塗寝耳障 ------------5件 整票率 ------------294，000円 処理事 100.0 。円 。円

5件 処理里寧 100.0 。件 。件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計醤(実績・個票)
1 債権名 県外児の措置委託費

2債権の性格 非強制徴収公債権

3債権の概要 県外児童の園児学関入所にかかる措置委託費

納期限内の納付について手続済みである旨、架電確

4 滞納となった要因等
認を行っていたが、相手側自治体の事務遅滞(措霞担

当と経議担当間の連絡不行届き)により納付が遅れ

た。(令和元年5月24隠収納済)

5 部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 子育て支援課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

20 

7 

取
車哩
方
童十

8 

耳R
*Jl 
成

果

A 平成29年度 日当初 G 平成四年度目 標
実績 (平成田年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 朱済額 処理額 回収率・繋理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-2 。円 ----- 。円 掴収準

回収対象

。件----- 。件 回収事

。円 ----- 。円 整理怠

非強制徴収
整理対象

------公債権
。件 日件 援護率

。円 。円 。円 処理皐

計

。件 。件 。件 処理率

平成30年度発生債権のため取結方針設定なし。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F 平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数
全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/6(%) D/A(%) 

。円 盟収皐 ----------卜一一

。件 国収率 ----------。円 蔓翠皐 -----------。件 監理率 -----------。円 処理率 330，545円 330，545円

。件 処渓率 1件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個粟)
1債権名 知的障害者施設入所者負担金

7 

2債権の性格 非強制徴収公債権
取

障害者支援施設等に措置を行った場合の、当該知的
来週
方

3 債権の概要 1毒害者又はその扶養義務者の負担能力に応じて徴収 針
する費用(知的障害者福祉法第27条)

4 滞納となった要因等 債務者の生活罰窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 輝がい福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穏見1)

9-2 

回収対象

非強制徴収
整理対象

公債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

28，600円

1件

。円

。件

28，600円

1件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済併数

------------------------1，916，500円

57件

8 

l!~ 
市E
成
巣

C平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率調整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/削%)

30，000円 悶収集 104.9 

1件 回収率 100.0 

日円 笠理率

。件 望書室整率

30，000円 処理率 1.6 104.9 

1件 処理事 1.8 100.0 

21 

分割納付が滞ることのないように、{責務者に定期的に連絡をとり、分割納付を確実に緩行する
ょう指導する。

取組方針に基づき回収を進めた結果、隠収回撲を達成することができた。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 阻収率・整理率 目標逮成率 金額 金緩

処理件数 全体比 前年比
O/C(%) 件数 件数

D/8(%) D/A(凶)

30，000円 題収事 104.9 100.0 ------------1件 図収事 100.0 100.0 ------------。円 要理局巨 ------------。件 警護率 ------------30，000円 処理事 1.6 104.9 100.0 。円 1，886，500円

1 j牛 処理率 1.8 100.0 100.0 。件 56件



22 

様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 母子父子寡婦福祉資金貸付金 7 

2債権の性絡 私債権 取
組
方母子家庭・父子家庭・寡婦の経済的自立を図るための然科

3債権の概要 子又は低利子の貸付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法 針
第13条、第31条の6及び第32条)

4 滞納となった要図書害 債務者の生活困窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6所管課等名 子 育て支援課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穏llll

9-3 
回収対象

義理対象

私債権

言十

A平成29年度
実緩

処理額

処理件数

36，023，704円

4，439件

。円

。件

36，023，704円

4，439件

日当初
(平成29年度末)

未済額

米済件数

------------------------380，664，898円

40，999件

8 

取
車E
成
果

C平成30年度目 様
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 聞収率・整理率

処漣件数 全体比 前年比
C/8(%) C/削%)

36，163，000円 盟収率 100.4 

4，673件 掴収率 105.3 

。円 獲莞量百匹

。件 整理望感

36，163，000円 処理率 9.5 100.4 

4，673件 処理事 11.4 105.3 

年3回(7月、 12月、 3月)すべての滞納者(借受人、連帯借受人、連帯保証人)に催告状を送
付する。
継続的に電話・文書・訪問による催告を行うとともに、借受人本人による支払いが困難な場合
には連帯保証人や連帯借受人への催告を実施する。また、必要に応じて所在調変や相続人
調査を実施し、催告対象者の状況を把握する。
1年以上償還がないなど回収困難となっている朱収債権について、民部会社に回収を委託す
る。

取組方針に基づき回収を進めた結果、目標額を超える回収を行うことができた。

口実緩(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分類末残高 日日+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(%) 件数 件数

D/8(%) O/A(%) 

38，254，578円 廻収E軽 106.2 105.8 ------------4，485件 国収率 101.0 96.0 -----------。円 整翠察 ------------。件 .. 理率 -----------38，254，578円 処理準 10.0 106.2 105.8 29，283，971円 371，694，291円

4，485件 処理型車 10.9 101.0 96.0 3，037件 39，551件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)

1債権名
子ども心身発達医療センター使用料及び手数

7 
料

2債権の性格 私債権
理E
最温

3 債権の概要
外来・入続患者の診察・入院料等の使用料及び文書等の手

方
針

数料(子ども心身発達医療セン告一条例)

4 滞納となった要因等債務者の生活困窮等

5 部局長等名 子ども・福祉部長

6所管課等名 子 育て支援課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 

毘収対象

禁理対象

私債権

言十

A平成29年度
実績

処理観

処理件数

374，839円

43件

91，409円

8件

466，248円

51件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

------------------------2，710，062円

100件

8 

耳E
車直
成
果

C平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/削%)

156，000円 濁収耳障 41.6 

。件 回収率 。。

。円 ."里率 。。

。件 車産運塁率 。。

156，000円 処理議 5.8 33.5 

。件 処理寧 。。 。。
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電話管促を行い、納付可能日を篠認し、必要に応じて納付書を再送する。
督促状や催告状の送付を行う。
未級者!こ対して別件の債権が生じた際、納入通知書を送付するにあたって、未納分の納付願
を同封する。
上記の方法で納入がない場合、臨戸徴収の実施や、債務者の状況に応じた分納誓約書の提
出を求める等の対応を実施する。

取組方針に基づき回収を進めた結果、目標額を超える回収を行うことができた。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 日一日+王

処理額 思収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/CC附 件数 件数。/B(略) D/A(%) 

1，847，838円 回収率 493.0 1，184.5 戸戸/戸/〆〆〆/ー

-------47件 淘収足農 109.3 -------------。円 整理卑 。。 -------------。件 整緩司区 。。 --------------1，847，838円 処理事 68.2 396.3 1，184.5 253，505円 1，115，729円

47件 処理務 47.0 92.2 8件 61件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計闇(実績・個票)
1債権名 障害者伎宅整備資金貸付金

2債権の性格 私債権

県に住所を有する障がい者又は障がい者と向居する親族
に対し、障がい者の住居などを増築、改築文は改造する資

3債権の概要 金の貸付を実施。最終貸付は平成8年度で最終償還は平
成18年度であったが朱だ償還されていない貸付金(三重県
高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例)

4 滞納となった要因等債務者の生活困窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 障がい福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績
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7 

取
経
方
針

自

取
車置

成
喜色

A平成29年度 日当初 C 平成初年度目 標
実績 (平成29年度米) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 未済額 処理額 図JIJ(率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(砧)

9-3 440，284円 -----567，808円 組収率 129.0 
回収対象

8件

--------
B 件 園収局長 100.0 

0'" ----- 。円 援翠率

整理対象

-----私債権 。件 。件 要菱翠率

440，284円 11，242，963円 567，808円 処狸率 5.1 129.0 
言十

8件 133件 8件 処理率 6.0 100.0 

臨戸訪問を行い、現金徴収に努める。
年金受給者が多いことから、年金支給月の霊童話僕告、訪問催告を穣極的に行う。
本人からの納付が見込めないものについては、連帯保証人に納付催告し、債権の回収及び
整理を図る。

取綴方針に基づき回収を進めた結果、目標績を超える回収を行うことができた。

" 

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 閲収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処現件数 全体比 前年比
O/G(%) 件数 件数D/8(%) O/A(%) 

700，023円 包収率 159.0 123.3 -------------9件 閤収率 112.5 112.5 ----------。円 猿還率 -------------。件 援理率 --------------700，023円 処瑳率 6.2 159.0 123.3 日円 10，542，940円

9 i牛 処現率 6.8 112.5 112.5 。件 124件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績圃個票)
1債権名 心身障害者扶養共済事業負担金 7 

2 債権の性格 私債権 取
組

3債権の概要
心身障害者扶養共済事業の加入者が県に支払う掛金(三 方

震県心身緯害者扶養共済条例第8条)

4 滞納となった要因筈 債務者の生活罰窮等

5 部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 揮がい福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 

回収対象

整理対象
私債権

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

817，500円

77件

33，000丹

33件

850，500円

110件

自当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

------------------------5，656，260円

880件

針

B 

取
鎧
成
果

C 平成30年度閉 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

817，500円 倒収率 100.0 

77件 倒収率 100.0 

511，760円 警捜率 1，550.8 

72 j牛 整理事 218.2 

1，329，260円 処翠率 23.5 156.3 

149件 処理事 16.9 135.5 
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債務者の現況を把援し文書催告、電話催促、訪問徴収を行い債権回収を図る。納付があった
者に対し、領収した旨の通知を送付し、債務の減少を認識させることで、継続した納付を促
す。

取組方針に基づき閲収を進めたが、債務者の生活困窮等のため、回収目標は遼成できな
ヵ、った。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分類末残高 B-D+E 

処理額 回収率'整理率 目標達成率 金額 金額

処寝件数 全体比 前年比 o/c(%) 件数 件数0/8(%) ロ/A(同)

416，100円 回収率 50.9 50.9 -----------36件 図収足農 46.8 46.8 -----------511，760円 整寝E巨 1，550.8 100.0 -----------72 j件 "理事 218.2 100.0 ----------927，860円 処理事 16.4 109.1 69.8 253，800円 4，982，200円

108件 処理事 12.3 98.2 72.5 19件 791件



26 

様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 心身障害者扶養共済過払年金返納金

7 
2 債権の性格 私債権

取
最哩
方

針3 債権の概要 心身障害者扶養共済年金の過払いにかかる返納金

4 滞納となった要因等債務者の生活随窮等

5部局長等名 子ども・福祉部長

6 所管課等名 輝がい福祉課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性絡 種別

9-3 

隠収対象

整現対象

私債権

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

日円

。件

。円

。件

。円

。件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

--------------------295，000円

15件

呂

耳E
車置
成

果

C 平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 図収率・薬理率

処理件数 全体沈 前年比
C/6(%) C/A(%) 

15，000円 悶収事

1件 関収君臨

。円 整寝調巨

。件 要援塁率

15，000円 処理寧 5.1 

1件 処理準 6.7 

相続人の現況を把握し文書催告、電話催促、訪潤徴収を行い、債権回収を図る。
年金受給者及び年金管理者(家族等)に対し、死亡時には早急な届出が必婆となる旨の周知
を行い、新たな過払金の発生を未然に防止する。

取組方針に基づき回収を進めた結巣、回収目標を達成することができた。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口+E

処理綴 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処環件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

15，000円 塑収率 100.0 ----------1件 包収率 100.0 ----------。円 .. 理率 ----------。件 盤型車2巨 /イプイ -----15，000円 処理寧 5.1 100.0 。円 280，000円

1件 処理事 6.7 100.0 。件 14件
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滞納債 権 の 現 状

3 平成30年度実績

A平成29年度 B当初 C平成30年度臣 標 。実績(平成30年度末) E生平分成期3末0年桟度高発
F平成30年度末

実績 (平成29年度末) 〔平成30年産尭生分を酷<0) (平成30年度尭生分を除(.) B-D+E 

債権の性格 種~IJ
処理額 未済額 処理額 回収率整理事 処理額 回収率・整理率 目標達成車 金額 金額

主な債権

処理件数 未済件数 処理件数
全体比 前年比

処理件数 D全/体B(比崎)
前年比 O/C{%) 件数 件数C/B円引 C/A(%) O/A(%) 

3-1 
回収対象

779，000内 812，000向 宙開皐 104.2 849，000門 回収. 109.0 104.6 
O件 。件 間収$ 。件 阪川医率

強制徴収 整理対象
日開 O門 畳型車 口問 聖書理局区 -産業廃棄物の不適正処理

公債権
日件 。件 望室理E巨 日件 整理恵 にかかる行政代執行費用

計
779，000伺 4，543，912，490同 812，000同 処理. 。。 104.2 849，000同 処理摩 。。 109.0 104.6 785，083，340門 5，328，146，830 F'l 

。件 36件 。件 処鷹羽巨 。。 。件 処寝. 。。 2件 38件

3-2 
沼収対象

10，000向 20，0口口問 回収車 200.0 12，000門 回収. 120.0 60.0 
日件 1件 闘収. 日件 陶似事 。。

非強制徴収 整理対象
日門 。門 夜寝. 。陀 島寝事 -妊産婦出産費補助金返還

公債権
日件 日件 笠理寧 O件 盛理寧 金

計
10，000同 20，000 F'l 20，000同 処理縮 100.0 200.0 12，000阿 処理$ 60.0 120.0 60.0 日円 8，000丹

o iヰ 1件 1件 処理瑠 100.0 。件 処理寧 。。 。。 。件 1件

3-3 
回収対象

55，000門 60，000阿 闇仮調隣 109.1 45，000阿 額収縮 81.8 75.0 .NPO活動基盤強化事業業務

O件 。件 回収惨 。件 盟収E事 垂託契約L係る霊託淵返還

整理対象
0F'l 13，170，219向 盤理事 13，170，219門 整理. 100.0 請権求慣権及び違約金請求債

私債権 O件 1件 慶筆理事 1 i牛 受砲事 100.0 
用管-民償理法還費第請用7求02権条」にf管基理づ者く事の務費

H 55，000阿 13，258，096河 13，230，219阿 処理事 99.8 24，054.9 13.215.219河 処理寧 99.7 24，027.7 99.9 0F'l 42，877門

O件 2件 1件 処理理事 50.0 1件 処寝ヨ巨 50.0 100.0 。件 1件

回収対象
844，000門 892，000阿 回収事 105.7 906，000伺 園収. 107.3 101.6 

。件 1件 窃収皐 日件 闘般車 。。

合計 整理対象
口問 13，170，219門 建理司区 13，170，219円 建司軍事 100.0 
日件 1件 楚種率 1件 箆理. 100.0 

言十
844，000門 4，557，190，586門 14，062，219伺 処現司区 0.3 1，666.1 14，076，219門 間 S 0.3 1，667.8 100.1 785，083，340円 5，328，197，70'7門

日件 39件 2件 処現司陣 5.1 1件 処現司巨 2.6 50.0 2件 40件

27 



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行費用

2債権の性格 強制徴収公債権

3債権の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条のBの規定により、
原因者に代わって実施した、行政代執行に要した費用

原隠者の資力不足で措置命令による是正が不履行九なっ

4 滞納となった要因等
たことから行政代執行となっており、事業規模も大きいた
め掛かった費用の誇求に対して原殴者の支払いに限度が
あるため。

5 部局長等名 環境生活部長

6所管課等名 廃棄物適正処理プロジェクトチーム

滞納債権の現状

9 平成30年度実績
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7 

取
車唖
方
童十

8 

耳E
組
成
果

A平成29年度 B 当初
平G成平30成年3度0年発度生 臣 標

実績 (平成29年度宋) ( 分を除く。)

債権の性格 種別 処理額 未済額 処寝額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/6(%) C/A(%) 

9-1 779，000円 ------ 812，000円 国.，. 104.2 
鴎収対象

。件 ---- 。件 閤収率

円 ------ 円 整理掌

強制徴収
整理対象

------公債権
{牛 {隼 建理皐

779，000円 4，543，912，490円 812，000円 処理事 。。 104.2 
言十

。件 36件 0;牛 処型車 。。

原臨者に講話しては『不適正処理主瀞さ郎、』品、う強ι、姿勢て面積等を実施し原因者の経荷主た
況の変化を確実に把握しつつ、粘り強く納付指導を行い、分納額の増額や、分納とは~IJに少額でも
自主的な納付をさせることによって、少しでも多くの債権回収に努めていきます。

平成30年度の債権回収については、原因者に対して誓約事項iこ基づいた分割納付の滞納がない
ょう面談等を通じて納付指導を行い、また更なる自主納付により、目標金額を達成しました。

口実績(平成30年度末)
E生平分成期3末0年残度高発 F平成30年度末

(平成30年度発生分を徐<0) B-D+E 

処理額 回収率園整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 間年比
D/C(拍) 件数 件数D/6(%) 日/A(%)

849，000円 @収事 109.0 104.6 -----------。件 B収皐 ---------問 盤理事 ----------件盤寝率 -----戸------
849，000 Fl 処理率 。。 109.0 104.6 785，083，340円 5，328，146，830円

。件 処理皐 。。 2件 38件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 妊産婦出産費補助金返還金

2 債権の性格 非強制徴収公債権

三蓑県補助金等交付規刻に基づく同和課関係補助金交付要綱及
び妊産婦出産費補助実施要領により、対象者に出産費用等の補

3 債権の概要 助金を交付していたが、児童福祉法により、助産施設へ措置をさ
れたため、補助対象除外になることが実績報告により判明し、返
還金が主主じた。

4 滞納となった要因等 債務者の生活閤窮

5 部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 人権課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

車買
最温
方

針

B 

取
車哩
成

巣

A平成29年度 B 当初 C 平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 穣腕
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/B(%) C/叫帖)

9-2 10，000円 -----20，000円 国収2修 200.0 
回収対象

o i牛 ----- 1件 回収率

円 ----- 円 霊理ι事

非強制徴収
整理対象

-----公債権
イ牛 件 整理怠

10，000円 20，000円 20，000円 処理寧 100.0 200.0 
言十

。件 1 i牛 1件 処理率 100.0 

29 

債務者から提出された分割l納付計画書に基づく分割納付を確実に履行するよう指導し、納付
が滞らないようにします。

訪問及び文書により定期的に督促を行い、債権の回収に努めたが、債務者の生活関窮状況
等もあり、目標額には達しませんでした。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く固) 分期末残高 日-D+E

処理額 包収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/C(%) 件数 件数D/8(%) 0/削%)

12，000円 回収率 120.0 日0.0----------。件 国収率 0.0 ------------円 .. 理率 ----------{牛 要塁塁率 ----------12，000再 処理費率 60.0 120.0 60.0 。円 8，000円

。件 処理率 。。 。。 。件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計冨(実績・個票)

1債権名
NPO活動基盤強化事業業務委託契約に係る

委託料返還請求債権及び違 約 金 請 求 債 権

Z 債権の性格 私債権

ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領に基づくNPO活
3債権の概要 動基援強化事業業務の委託契約(平成21年度-23年度)

にかかる委託料返還請求債権及び違約金請求債権

債権の回収に必要な手続ができない状態(債務者の

4 滞納となった要因等
死亡と相続放棄によって、相続財産管濠人を選任する

必要があるが、資産が手続に必要な額を下回ってい

る。)

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 ダイパーシティ社会推進諜

滞納僕権の現状

9 平成30年度実績
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7 

取
車哩
方
針

8 

取
組
成

巣

A 平成29年度 日当初 C 平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種見IJ
処理議 未済額 処理額 回収率 z 整現率

処理件数 未済件数 処現件数 全体比 前年比
C/日(%) C/A(助)

9-3 円 ----- 円 回収率

回収対象

-----件 件 回収率

円 /イイ 13，170，219円 整理第

整理対象

私債権 件----- 1件 要塁率

。円 13，170，219円 13，170，219円 知礎率 100，0 
言十

。件 1件 1件 処理第 100.0 

平成26年度(平成27年3月20日)に、三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例第11
条第2号の競定による徴収停止の措置を採ったことから、徴収停止事由に該当しているかどう
か再確認した後、債権放棄を行う予定です。

当該債権は、三重県の債権の管理及び私債権の徴収に関する条例に基づく徴収停止の要件
に該当するため、平成26年度に徴収停止の措置をとりました。当該措置日から3年が経過する
と同条例に基づく債権放棄の要件に該当するため、平成30年3月28B付けで徴収停止事由に
該当するかの再確認を行い、平成30年4月i三その確認を行いました。その後、当該債権に係
る遅延損害金等の確定を経て、平成31年3月29日付けで債権を放棄し、不納欠損処理を行い
ました。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日-O+E

処理額 回収率・整理率 自標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

円 白眼率 ----------件 岡山率 ------------13，170，219円 .. 埋率 100，0 ----------1件 建理率 100，0 ----------13，170，219円 処理穆 100.0 100.0 。円 日円

1件 処理事 100.0 100.0 。件 。件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績イ匝票)

1債権名
民法第702条「管理者の費用償還請求権JIこ
基づく事務管理費用

2債権の性格 私債権

ポリ塩化ビフェこル廃棄物の適正な処理の推進に関する特
別措置法第2条第2項に定める事業者である原因者が多気

3 債権の概要 郡明和町地内に放棄していたポリ塩化ピフェニル廃棄物等
について、三重県が民法第697条「管理者の管理義務」に
定める事務管理を行った際に要した費用

原因者は、平成27年1.Flに解散し、将来その事業を再
4 滞納となった要因篭 隠する見込みがない状態であり、支払い能力を有して

いないため。

5 部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 廃棄物・リサイクル課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
総
方

針

呂

取
最温
成
果

A 平成29年度 日当初 C 平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(同)

9-3 55，000円 ------ 60，000円 翻収率 109.1 
回収対象

件 ------ {牛 回収率

円 ------ 円 受理率

整理対象

私債権 件 ------ {牛 監理寧

55，000円 87，877円 60，000円 処理率 68.3 109.1 
計

。件 1件 。件 処標準 。。

31 

平成27年5月27日に原因者である法人から提出された分納誓約書により、毎月 10，000円
を回収する予定でありましたが、未納が続いたため、平成28年10月21日に新たに毎月5，。

00F9を分納する誓約書を取り付けたところです。
原因者である法人は平成27年1月20日に解散し、将来その事業を再開する晃込みがなく、
支払い能力がない状態が継続しているが、今後も、誓約書に基づき納付指導を行い、確実に
納付させることにより回収を行っていくものとします。

誓約書に基づき、電話や訪問など給付指導を行いました。
その結果、分納誓約書のとおり、毎月5，000円を平成30年11月分まで滞りなく納付させる
ことができましたが、平成30年12月分(5，000同)から納付が滞り、電話連絡(応答無し)や
督促文書送付及び訪問による状況確認等を行いましたが、目標を達成することができません
でした。

口実績(平成30年度末) 在平成初年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 呂-D+E

処理額 回収率虜整理主事 呂様達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 0/0(%) 件数 件数D/日(%) O/A(%) 

45，000円 恩収足農 81.8 75.0 ------------{牛 包収率 --------------円 整理率 ------------イ牛 箆理~ --------------45，000円 処理率 51.2 81.8 75.0 。円 42，877円

日件 処理寧 0.0 。件 1件



様式(実績2)

平成30年度
1部局 長戦 |農林械部長

2 取りまとめ担当課名 l農林水産財務課

滞納債権の現状

3 平成30年度実績

債権の性格 種別

3-1 
回収対象

強制徴収 整寝対象

公債権

言十

3-2 
回収対象

非強制徴収 整理対象
公債権

計

3-3 
回収対象

私債権
整理対象

計

回収対象

合計 整理対象

言十

A 平成29年度
(平成B29当年初度末)実績

処理額 未決額

処理件数 未済件数

。阿

。件

。阿

。件

。阿 。門

。件 日件

123，117円

1件

。円

。件

123，117門 5，334，663伺

1 j牛 47件

9，281，534伺

9件

o F司
。件

9，281，534向 86，592，356同

9件 43件

9，404，651向

10件

。同

。件

9，404，651内 91，927，019円

11件 90件

G平成30年 度 目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率圃繋理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(財)

。円 園仮率

。件 閥収率

。内 霊理局院

。件 霊理調院

。同 処浬率

。件 処理廓

156，301門 国収$ 127.0 
3件 回収率 300.0 
。向 援要寧

。件 整寝厚

156，301月 処理寧 2.9 127.0 
3件 処理率 6.4 300.0 

11，914，682向 白山事 128.4 
5件 .~率 55.6 

553 9 1 53 41 件門 援瑳率

m理~

17，454，216阿 処理箪 20.2 188.1 
自件 処理率 14.0 66.7 

12，070，983阿 回収寧 128.4 
8件 図版率 80.0 

5，539，534円 '審理寧

1件 鐙理率

17，610，517同 処理寧 19.2 187.3 
9件 処理寧 10.0 90.0 
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。実績(平成30年度末) E平成30年度発 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 生分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標造成準 金額 金額 主な債権

処理件数 全体比 前年比 D/C(%) 件数 件数D/B何色〕 D/A(%) 

OPl 凶収皐

。件 回収車

。同 整理単

。件 整理~

日同 処理皐 OPl 。門

。件 処壊事 o j牛 。件

125，769円 閤収率 102.2 80.5 旧ー重県中央却売市場電気水道料

Z件 閥収率 200.0 66.7 旧 重県中央卸売布場施設使用料

日門 霊覆司区 鳥獣保護員報酬韻払い

。件 霊理率

125，769円 処理寧 2.4 102.2 80.5 。同 5，208，894 pl 
Z件 処理.'駆 4.3 200.0 66.7 。件 45件

2，243，736伺 図版準 24.2 18.8 農業改良資金貸付金及び違約金

1件 陸収率 11.1 20.0 
欄間輔時蝉業費補助金醐叩延滞金

5，539，534伺 援護摩 100.0 
林揖・木材農業誼普賞金貸付金且び違約金

2 j牛 益還皐 200.0 沿岸漁業改善資金貸付金及び違約金

7，783，270 pl 処纏$ 9.0 83.9 44.6 16，278同 78，825，364円

3件 処理Z 7.0 33.3 50.0 1 イ牛 41件

2，369，505 pl 包相具$ 25.2 19.6 
3件 組担率 30.0 37.5 

5，539，534阿 ，重量理事 100.0 
2 j件 鐙司監察 200.0 

7，909，039同 処理率 8.6 84.1 44.9 16，278門 84，034，258 pl 
5件 処漫$ 5.6 50.0 I 55.6 1件 86件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 18-蓑集中央卸売市場施設使問料

2 債権の性格 非強制徴収公債権

|自ニ重県中央卸売市場の市場施設使用のための施

3 債権の概要
設使用料
※(廃止)三重県中央卸売市場条例第73条第1項
※(廃止)三重県中央卸売市場条例施行規則第86条

4 滞納となった婆尽等債務者の業績不振のため

5 部局長等名 農林水産部長

6 所管課等名 農産物安全圃流通課長

滞納 債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
車E
方
童十

B 

耳R
来週
成
果

A平成29年度 B 当初 C 平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理主額 朱済額 処理額 回収率断整理率

処理件数 未済件数 処謹件数
全体比 前年比

C/B(%) C/A(%) 

9-2 108，117円 -----135，000円 闇収率 124.9 
回収対象

1件 ----- 2件 回収率 200.0 

円 ----- 円 箆廻事

非強制徴収
整理対象

-----公債権
{牛 {牛 盤現羽島

108.117円 4，341，049円 135，000円 処環，. 3.1 124.9 
計

1件 35件 2 jネ 処理事 5.7 200.0 

33 

債務者はいずれも資力に乏しく、今後まとまった返納は期待できないため、少額返納での回収
が促進されるよう引き続き毎月の納付状況を確認し、電話や自宅訪問での督促により回収!こ
取り組みます。

毎月の納付状況を確認しながら電話による督促を継続して行い、少額返納による回収にっと
めた結果、 115，769円を回収しました。

口実績(平成30年度末) E初年度発生分 F平成30年度末
(30年度発生分を徐<0) 期米残高 日一口十E

処理額 悶収率・護理率 目様達成率 金額 金額

処理件数 会体比 例年比
D/C門的 件数 件数

D/自(%) 。/A(%)

115，769円 鴎収率 107.1 85.8 -----------2 j牛 毘収率 200.0 100.0 -----------円 盤瑳司区 -----------{牛 型産理事 -----------115，769円 処理本 2.7 107.1 85.8 。円 4，225，280円

2件 処理率 5.7 200.0 100.0 o j牛 33件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・倍票)
1債権名 !日一重県中央卸売市場電気水道料

2 債権の性格 非強制徴収公債権

旧ニ葉県中央卸売市場の市場施設使用のための電

3 債権の概要
気水道料
※(廃止);三重県中央卸売市場条例第73条第1項
※(療止)三重県中央卸売市場条例施行規則第86条

4 滞納となった要因等債務者の業績不振のため

5 部局長等名 農林水産部長

6 所管課等名 農産物安全・流通課長

滞納債 権 の 現状

9 平成30年度実績

34 

7 

町主
組
方
童十

自

耳E
事E
成
巣

A平成29年度 目当初 C 平成初年生度分 目 標
実績 (平成29年度末) (30年度発分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 米済額 処理額 回収率調整現率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
O/B(%) C/削%)

9-2 15，000円

--------
15，000円 窃収率 100.0 

回収対象

。件

--------
0件 留収率

円

--------
円 援理寧

非強制徴収
整理対象

--------公債権
件 件 盤理事

15，000円 987，313円 15，000円 処寝寧 1.5 100.0 
言十

。件 11件 o i牛 処理事 。。

債務者は資力に乏しく、今後まとまった返納は期待できないため、少額返納での回収が促進さ
れるよう引き続き毎月の納付状況を確認し、電話や自宅訪問での督促により回収に取り組み
ます。

毎月の納付状況を確認しながら電話による督促を継続して行い、少額返納による回収にっと
めた結果、 10，OOOPlを隠収しました。

口実績(平成30年度末) E 30年度発生分 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 期末残高 自一司+E

処理額 聞収率・整理率 困撲逮成率 金額 金額

処理件数 全体比 目"年比 0/0(%) {牛数 件数0/8(%) D/A(%) 

10，000 pl 回収率 66.7 66.7 

---------------。件 回収率 -------------円 繋窪，. --------------件 費量理単

---------------10，000円 処現" 1.0 66.7 66.7 。円 977，313円

日件 処理皐 。。 。件 11件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績‘個票)
1債権名 鳥獣保護員報酬誤払い

2 債権の性格 非強制徴収公債権

3 債権の概要 鳥獣保護員報酬誤払い

鳥獣保護員の活動実績がないの!日誤って報酬を振り

4 滞納となった要図書事
込んでしまった。相手方はすでに死亡しており、親族は
財産放棄をしているため、返納手続きができないままと
なっている。

5 部局長等名 農林水産部長

6 所管課等名 獣害対策課

滞納債権の現 状

9 平成30年度実績

A 平成29年度 B 当初 G平成30年度自 標
実績 (平成29年度宋) (30年度発生分を除く。)

7 

売買
来週
方
童十

B 

耳目

最哩
成
果

債権の性格 種別 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体沈 前年比
C/日(%) C/A(助)

9-2 円

-------
6，301円 悶収率

回収対象

-----件 1件 園収率

円----- 円 監理率

非強制徴収
整理対象

-------公債権
件 {牛 整理寧

。阿 6，301円 6，301円 処理窓 100.0 
計

日{牛 1件 1件 処理事 100.0 

35 

相続財産管理人に進捗状況の篠認を適時行い、債権の閏収に向け取り組みます。

相続財産管理人に連絡を取り、財産処分状況について確認を行ったところ、県への配
当なく案件終了となりました。

口実績(平成30年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 8-0+E 

処理緩 回収率同整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/C(%) 件数 件数D/町%) D/A(%) 

円 間収率 。。

---------------件 砲収率 。。

-------円 益還率 -----件 設理寧

--------。阿 処理事 。。 。。 。円 6，301円

o i牛 処理率 。。 0.0 。{牛 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 農業改良資金貸付金及び違約金

2債権の性格 私債権

3債権の概要
腐郎取県係が扱、三法要腹重領接令県貸農農付業業を改改行良良っ資て資金い金る助実農成施業法要者、綱三へ、重の三県重貸農付県業農に改関業良す改黄る良未金資収貸金債付事権規務

4 滞納となった要因寄 農業経営の悪化により朱収金が発生したため。

5 部局長等名 農林水産部長

日所管課等名 担い手支援課

滞納債権の現 状

9 平成30年度実績

A 平成29年度
実績

8当初
(平成29年度末)

C平成30年度目 標
(30年度発生分を除く。)
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7 

取
組

方

針

B 

取
来週
成
果

債権の性格 穣別 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処環件数 未済件数 処理件数 全体比 目'1年比
C/8(%) C/A(%) 

9-3 2，655，000円-------9，468，195円 国収事 356.日
図収対象

7件 ------ Z件 回収率 28.6 

。円 ------- 。円 墾理事

獲理対象

私債権 。件 ------- 。件 車産理事

2，655，000円 41，955，569伺 9，468，195円 処理率 22.6 356.6 
言十

7件 17件 2 ;牛 処理車 11.8 28.6 

長期の延滞先に対しては、債務者の所得の状況と資産の適切な把握に努め、訪問・
電話等による督促を行います。

徴収強化月間を中心に、訪問、電話等による督促を行った結果、 1，537，00日間を回収し
ました。

口実績(平成30年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 8-D+正

処理額 回収率・整理率 目標逮成率 金額 金額

処理件数 会体比 前年比 o/c(%) 件数 件数。/駅%) O/A(%) 

1，537，000円 掴収率 57.9 16.2 -----------。件 毘慨箪 。。 。。

------------。円 委理局ド

-----------。件 墜理事

------------1.537.000伺 処理軍 3.7 57.9 16.2 日円 40，418，569円

。件 処理率 。。 0.0 。。 。件 17件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績刷個票)
1債権名 新規就農者総合支援事業費補助金返還金及び延滞金

2債権の性格 私債権

就農に向けて、県が認める研修機関等において研修を行う
3 債権の概要 者に対して交付する補助金(農業次世代人材投資事業(準

備裂)(18青年就農給付金)) 

-県による督促にもかかわ応らずじ、債務省に返還する意

4 滞納となった要因望
志が乏しく、一向に返還に ようとしないため。
-多蓑債務により、裁判所から他人民事再生計画の認
定を受けたため

5部局長等名 農林水産部長

6 所管課等名 担い手支援課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

A平成29年度 臼当初 C 平成30年度目 襟
実績 〔平成29年度末) (30年度発生分を除(， ) 

7 

I!R 
車直
方
童十

8 

取
ま哩
成
果

債権の性格 種別
処理額 未済額 処瑳額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-3 55，000円

--------
1，552，487円 自由率 2，822.7 

回収対象

------1件 2 j牛 園山率 200.0 

。同 ------ 日円 g寝率

整理対象

私債権 o j牛 ------ 。件 整理事

55，000円 2，789，987円 1，552，487 pl 処翠~ 55.6 2，822.7 
言十

1件 2件 2件 処理率 100.0 200.0 

37 

債務者の資力状況の適切な偲援に努め、訪問や電話等による督促を行います。

裁判所の認定を受けた再生計酪に慕づく弁済が計画どおり実施されることを確認し、遅延が
発生する場合には、電話や書面等による督促を行います。

債務者に対して債権を回収するため、住所地を確認し、訪問しました。

債務者等への督促、交渉を行った結果、 40，750円を回収しました。

D 実績(平成30年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度来
(30年度発生分を除(， ) 末獲高 8-0十E

処理額 匝収率司書室理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 目"年比 D/C(%) 件数 件数日/日(%) 口/A(%)

40，750円 置収率 74.1 2.6 

---------------。件 回収率 。。 。。------------OPl 整理議 ------------。件 被程調巨 --------------〆!
40，750河 処理 $ 1.5 74.1 2.6 。円 2，749，237円

。{牛 処理率 。。 。。 。。 。件 2件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 林業・木材産業改善資金貸付金及び違約金

2債権の性格 私債権

林業・木材産業改警資金助成法に規定する事業計画を認

3 債権の概要
定された林業・木材産業業者に対して、県が行う設備導入
等の資金の貸付(三重県林業・木材産業改善資金貸付規
則)

4 滞納となった要因望
林業・木材産業の不振や材価の低迷による林業経営

等の悪化

5 部烏長等名 農林水産部長

6 所管課等名 森林・林業経営課

滞納債権の現 状

9 平成30年度実績

A 平成29年度 B 当初 C平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (30年度発生分を除く。)
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7 

取
来週
方
童十

B 

l[~ 
組
成
果

債権の性格 種別 処理額 未済額 処理額 図収率・繋理率

処理件数 未済件数 処環件数 全体比 前年比
0/8(%) C/A(%) 

9-3 5，989，534円 ------150，000円 国収率 2.5 
回収対象

。件 ----- 1件 翻~事

円 ------5，539，534円 艶理皐

整理対象

------私債権 件 1件 整理寧

5，989，534円 15，224，073内 5，689，534円 処理移 37.4 95.0 
計

。件 10件 2 j牛 処理率 20.0 

長期の延滞先に対しては、債務者の経営状況等の適切な把握に努め、訪問・電話等による
督促を行います。

長期の延滞先に対して、書簡・電話・訪問等による督促を行った結果、40，000F9を回収しまし
た。また、債務者の破産による不純欠損処寝を行い、 5，539，534伺を整理しました。

口実績(平成30年度末) 王 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 B一口十E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 0/0(%) 件数 件数口/白(%)O/A(%) 

40，000円 鴎収率 0.7 26.7 ------------1件 回収車 100.0 ----------5，539，534河 盤理事 100.0 ----------2 j牛 整理率 200.0 -------------5，579，534同 処理事 36.6 93、2 98.1 16，278円 9，660，817円

3件 処翠準 30.0 150.0 1件 8件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・恒票)
1債権名 沿岸漁業改善資金貸付金及び違約金

2債権の性格 私債権

県が直接貸付を行っている沿岸漁業者への貸付に関する

3 債権の概要
未収債務(沿岸漁業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金
助成法施行令、三重県沿岸漁業改善資金貸付規則、三重
県沿岸漁業改善資金事務取扱要綱)

沿岸漁業改善資金貸付金では、水揚の不振や魚価の
4 滞納となった要悶苓 低迷等による漁業経営の悪化から未収金が発生して

おり、その延滞期間は長期化しています。

5部局長等名 農林水産部長

日所管課等名 水産資源・経営課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

A 平成28年度 包当初 C平成30年度自 標
実績 (平成29年度末) (30年震発生分を除<0) 

7 

取
組
方
針

B 

取
最唖
成
果

債権の性格 種見1)
処理穣 来済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-3 582，000円----744，000門 図版* 127.8 
閤収対象

-----1件 。件 回収事 。。

円----- 円 堅塁理事

整理対象

私債権 件 ---- 件 整理事

582，000円 26，622，727円 744，000円 処理事 2.8 127.8 
言十

1件 14件 。件 処理事 。。 。。
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長期の延滞先に対しては、債務者の経営状況等の適切な把握に努め、訪問・電話等による
督促を行います。

徴収強化月簡を中心に、訪問・君主話等による督促を行った結果、 625，986円を回収しました。

D実績(平成30年度末〕 在 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 B-O+E 

処理額 回収率・整理率 固標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/日(%) O/A(%) 

625，986円 @収率 107.6 84.1 ---------。件 街収率 。。 ----円 盤理率
戸戸/〆----

件 m理署皐 -----625，986円 処理率 2.4 107.6 84.1 。円 25，996，741円

o i牛 処理率 。。 0.0 。{牛 14件



様式(実績2)

平成30年度債権処理計爾(実績・総括票)

1 部局長等名 |雇用経済部長

2 取りまとめ按当課名 !震舟経済総務課

滞納債 権 の 現 状

3 平成30年度実緩

債権の性格 種別

3-1 
羽収対象

強制徴収 整理対象

公債権

計

3-2 
回収対象

非強制徴収 整理対象

公債権

官十

3-3 
阻収対象

私債権
整理対象

言十

回収対象

合計 整理対象

言十

A 平成29年度
(平成B29当年初度朱)実績

処理額 未済額

処理件数 朱済件数

0F'l 

。件

日間

。件

。同 日向

。件 日件

。門

。件

日向

日件

日円 5，396，466 F'l 
。件 1件

45，101，917河

10件

149，052，652伺

1 j牛

194，154，569門 3，217，128，286円

11件 193件

45，101，917門

10件

149，052，652門

1件

194，154，569門 3，222，524，752内

11体 194件

C平成30年産目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処 理 額 回収率・整理事

処現件数
金体比 前年比
C/B(~也) C/A(事也}

。同 園級車

。件 回収寧

日向 ヨ拘置1・
。件 霊理事

。内 処理..

。件 処理率

100，000阿 街，..候

。件 震収.

。門 整理.

0件 整理事

100，000問 処理率 1.9 
。件 処置. 。。

38，420，300 pl 関以根羽院 85.2 
3件 聞収お 30.0 

3臼0，000F'l '整理寧 0.2 
1件 盤理事 100.0 

38，720，300阿 処理事 1.2 19.9 
4件 処理彩 2.1 36.4 

38，520，300阿 関収琢 85.4 
3件 閤収. 30.0 

300，000門 密現. 0.2 
1件 .理. 100.0 

38，820，300門 処理場 1.2 20.0 
4件 処理寧 2.1 36.4 
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。実績(平成30年度末) E生平分成期3末0年残度高発
F王手成30年産末

(平成30年度尭生分を障し) BニD+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 食糧 主な債権

処理件数 全体比 齢年比
日/C(%) 件数 件数D/白(%) O/A(馳)

0F'l 回収事

。件 園収制区

。円 '委理$

。件 監理寧

。内 処理寧 O向 。阿

日件 処理寧 0件 日件

日阿 闘眠寧 。。 サンアリ ナ使用料

日件 園仮率 光熱水費負握金

。口件河
'表現星第

夜型理事

。伺 処理務 。。 。。 571，170同 5，967，636 F'l 
。件 処理傘 。。 1件 2件

174，665，833門 庖収2巨 387.3 454.6 中小企業従業員住宅家屋貸下料

4件 街収寧 40.0 133.3 
m 重県ふるさ時と金雇返用還再請生求特償別権基

342，256，997同 .理撃麻 114，085.7 金事業主

11件 藍理局医 1，1日日日 1，100.0 地靖人づくり事業垂託返還金

516，922，830門 処理寧 16.1 266.2 1，335.0 4，574，380同 2，704，779，836河 中小企業品度化賞金貰付金

15件 処理$ 7.8 136.4 375.0 1件 179件 中小企業設備近代化資金貸付金

174，665，833円 回収車 387.3 453.4 
4件 随収'" 40.0 133.3 

342，256，997 F'l 監寝事 229.6 114，085.7 
11件 .寝率 1，100.0 1，100.0 

516，922，830向 .寝. 16.0 266.2 1，331.6 5，145，550同 2，710，747，472阿

15件 処置第 7.7 136.4 375.0 2件 181件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 サンアリーナ使用料

2債権の性格 非強制徴収公債権

ニ重県営サンアリーナ条例に基づく使用料の納付の不履
3 債権の概要 行。(イベント開催に伴う、本県に対する三重県営サンア

リーナ使用料の未納。)

債務者の業績不振による。

4 滞納となった要因等
(民事訴訟確定判決に基づき、預貯金の義押えを行
い、債権の一部を収納したが、その後の財産開示では
換価性のある財産が認められない。)

5部局長等名 雇用経済部長

6 所管課等名 雇用経済部観光局観光政策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
車哩
方

針

自

Il~ 
組
成
果

A平実成績29年度 日当初 C 平成30年度自 標
(平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別 処理聖観 未済額 処理額 思収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前集比
C/8(%) C/A(%) 

9-2 。円 ------ 100，000円 図収"

回収対象

。件 ------ 。件 廻収率

。円 ------ 。円 整理率

整理対象
非強制徴収

。件 ------ o j牛 m理率
公債権

。円 5，396，466円 100，000円 処翠事 1.9 
計

日件 1件 日件 処翠寧 0.0 
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回収可能性や回収コスト等を十分考慮しながら、財産調査等の対応を進める。

金融機関への策金説査を実施し、少額の預金(1千円程度)を確認した。

む実績(平成30年度末) E平成初年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除<0) 分期末残高 日一口+E

処理緩 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
O/C(%) 件数 件数D/目(拍) D/A(%) 

。円 E収率 。。--------------。件 国収奪 ------------日円 受理率 ------------。件 重量翠率 ------------。円 処理事 。。 。。 。円 5，396，466円

。件 処理縮 。。 。件 1件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 光熱水費負担金 7 

2 債権の性格 非強制徴収公債権 取
経
方
針3 債権の概要 用取県扱し有た要施光領設熱)の水行費政負財担産金目(行的政外財使産用の許使可期をを行許っ可たす業る者場が合使の

4 滞納となった要因等債務者の納入義務の不履行

5部局長等名 瑳用経済部長

6 所管課等名 雇用経済総務課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-2 
回収対象

非強制徴収
整理対象

公債権

言十

A 平成29年度
実績

処理組

処E里件数

。円

。件

。円

。件

。円

日件

E 当初
(平成29年度末)

来済額

来済件数

-----------------------円

件

B 

耳買
車哩
成

果

C 平成30年度自 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 念体比 前年比
C/日(%) C/削拍)

Of'l 闘収率

。件 回収率

。円 整理態

。件 接種率

。円 処理準

。件 処理事

平成30年度発生債権のため取組方針設定なし

D 実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F 平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分害虫末残高 自-D+E

処環額 回収率・整理率 自標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数D/8(%) O/A(帖)

。円 自収率 ------------日件 悶版寧 ------------。円 整理率 ------------日件 襲還準 ----------。円 処ヨ草案 571，170円 571，170円

日件 処理局院 1 j牛 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個菓)
1債権名 中小企業従業員住宅家屋貸下料

2債権の性格 私債権

県が厚生年金保険穫立金還元融資を受けて建設した中小

3 債権の概要
企業従業員住宅を中小企業主に貸し付け、建設費が償還さ
れた後、企業主に住宅を無償譲渡する制度で、その賃料収
入。

企訴訟業のを行倒い産和に解よるが2成件立のし未て収お金り、が和あ解る条が項、に1社基については
づき納付が

4 滞納となった要因等 完済すれば累は一部請求を放棄することになっている。現
在lま2社とも納付計画を立てた誓約書による分納が続いて
いる。

5 部局長等名 雇用経済部長

6 所管課等名 震用対策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実緩

7 

理R
来韮
方

針

呂

取
最週
成

果

A 平実成績29年度 B当初 C平成初年度目 標
(平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 来済件数 処理件数
全体比 前年比
C/B(%) C/A(%) 

9-3 145，000円-----660，000円 悶収事 455.2 
回収対象

。件 ----- 1件 悶収率

。円 ---- 。円 整寝耳巨

整理対象

-----私債権 。イ牛 日件 畳程率

145，000円 39，984，292円 660，000円 処理率 1.7 455.2 
言十

。件 14件 1件 処理幕 7.1 
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昨年度に引き続き、文書・電話督促及び復接現住所に出向いて箇談するなど、訪問督促を実

施していく。

目標額には達しなかったが、訪問や篭話による催促を行った結果、詐年度回収額をよ回り、
217，000円を回収した。また、債務者の資産・収入の現状について、招躍した。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 自一口十E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数
全体沈 前年比 D/引%) 件数 件数D/9(%) D/A(%) 

217，000円 回~率 149.7 32.9 ------------日件 留収率 。。

----------------。円 史筆理率

----------------。件 整理議

--------~ 217，000円 処理里率 0.5 149.7 32.9 。円 39，767，292円

。件 処寝率 。。 0.0 。件 14件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計冨(実績・個票)

1債権名
ニ重県ふるさと雇用再生特別基金事業主一時
金返還請求債権

2 債権の性格 私債権

国の「ふるさと護用再生特別基金事業に係る一時金支給要
3 債権の概要 領」に基づき、県が定めたfふるさと雇用再生特別基金事業

主一時金支給要領JI二基づく補助金の返還金

4 滞紋となった要因等
ふるさと雇用再生特別基金事業主一時金補助金返違

債務者の死亡による

5 部局長等名 雇用経済部長

6 所管課等名 産用対策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

A 平成29年度 B当初 C 平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (30年度発生分を量生く。)

f 
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7 

Jf~ 
組
方
童十

自

取
最週
成
果

債権の性格 種男1)
処浬額 来済額 処理額 悶収率・整理率

処理件数 朱済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-3 。円 ------ OFl 庖級事

回収対象

。件 ------ 日件 回収君臨

。円 ------300，000円 整理議

整浬対象

------私債権 。件 1件 整理寧

。円 300，000円 300，000円 処理率 100.0 
言十

。件 1件 1件 処理織 100.0 

徴収停止矯置を講じた平成27年3月27日から3年経過後の平成30年3月28臼に再調査をした
結果、なお徴収停止事由に該当していることから、債権放棄の要件である三重県債権の管理
及び私債権の徴収に関する条例第14条第1t貰第1号に該当するため、今後は債権放棄の手
続きを進める。

債権放棄の要件である三重県債権の管理及び私債権の徴収!こ関する条例第14条第1項第1
号に該当することから、債権放棄を行った。

D実績(平成30年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除くロ) 末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 0/0(%) 件数 件数0/8(%) ロ/A(%)

日円 回収率 ------------。件 回収寧 ------------300，000円 整理事 100.0 ------------1件 獲狸皐 100.0 ------------300，000円 処理皐 100.0 100.0 。円 。円

1件 処理皐 100.0 100.0 。件 日件



様式(実績1)

平成初年度債権処理計画(実績闘個票)
1債権名 中小企業高度化資金貸付金

2儀権の性格 私債権

中小企業者等で構成される組合または当該組合員が集毘化や共同

3 債権の概要
化等の事業を実施するために必要な資金の一部を貸付。
(三重県中小企業等支援資金貸付規則)
(貸付資金;(独)中小企業基盤整備機構約2/3、県約1/3)

長年にわたる景況低迷の影響により、財政基盤の脆弱な中
4 滞紡となった要因等 小企業等が経営不振に陥り、返済が困難になったことなどに

よる。

5 部局長等名 震用経済部長

6所管課等名 中小企業・サービス産業振興課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
最温
方
童十

自

取
組
成
巣

A平成29年度 E当初 C平成30年度 E 4軍
実績 (平成29年度末) (30年度発生分を捺(，)

債権の性格 穣買IJ
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/日(%) C/A(%) 

9-3 42，513，617円 ------36，000，000円 関収率 84.7 
回収対象

9件 ------ 1件 回収率 11.1 

149，052，652円 ----・e・/ 日円 鐙理事 。。

整理対象

------私債権 1件 。件 髭理率 。。

191，566，269円 3，118，948，870円 36，000，000円 処理率 1.2 18.8 
言十

10件 149件 1件 処理移 0.7 10.0 
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当該貸付金に係る延滞債権について、 r三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例」
等に基づき適正に債権管瑳・回収を実施するとともに、(独)中小企業基盤整備機構が制定した
f都道府県の債権管理に関する対応指針JIこ慕づき下記のとおり債権分類を行い、債権管理・
回収を行っていく。
①事業再生を支援していく先

定期的に綬営状況の把握を行い、返済状況を見守りながら、継続的な経営支援を実施
する。

②毘収処浬を進めていく先
競売、任意売却等により担保物件の処分を進めるとともに、必要に応じて弁護士等へ困

収業務、法的措霞等の委託を実施する。また、連帯保証人の資産調査等を実施して保吉正
能力を考慮した保証債務の履行を求めていく。

上記取組方針に基づき債権管週・回収に努めたところであり、分納による毘収に加え、連帯保
証人からの 括呂収、任意売却による担保物件の処分や法的措鷺の実施などにより、目標額
を上回る回収を達成した。

口実績(平成30年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を徐<.) 末残高 日一口十E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D〆G(%) 件数 件数

D /飢%) D/A(%) 

172，696，533円 自収率 406.2 479.7 -----------3件 園収南区 33.3 300.0 -----------338，240，622円 繋理率 226.9 -------------9件 2聖護寧 900.0 -----------510，937，155円 処寝準 16.4 266.7 1，41且3 4，574，380円 2，612，586，095円

12件 処混率 8.1 120.0 1，200.0 1件 138件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績イ匝票)
1債権名 中小企業設備近代化資金貸付金

2 債権の性格 私債権

小規模企業者等が、設備投資を行う際に要する設備資金
3債権の概要 の一部を貸付。(三重県中小企業等支援資金貸付焼剣)

(現筏は新規貸付を行っておらず、延滞債権のみ)

長年にわたる景況低迷の影響により、財政基盤の脆
4 滞紋となった要因等 弱な小規模企業者等が経営不振に陥り、返済が困難

になったことなどによる。

5部局長等名 瑳用経済部長

6所管課等名 中小企業・サービス産業振興課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績
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7 

If~ 
事E
方
童十

呂

取
最週
成
果

A平成29年度 B 当初 C平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 朱済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処潔件数 全体沈 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-3 739，000円 -----739，000円 罰収怠 100.0 
回収対象

。件 ----- 。件 回収率

日間 ----- 。円 整理率

整理対象

私債権 。件 ------ 。件 整理局長

739，000円 56，873，824円 739，000円 処型車率 1.3 100.0 
言十

。件 28件 。件 処理霊耳障 。。

崇該債権は平成12年度以降新規貸付を行っておらず、残っているのは延滞債権のみで非常
に回収困難なものが多く、回収実績が年々減少している。
このようなことから、債権管理回収業務をサーピサー(債権回収株式会社)に委託し、債務者
別処理方針を策定して債権管理回収業務に取り組んでいく。
回収困難な債権については、徴収停止の可否を検討し、当該債権の整理を図っていく。

上記取組方針に基づき債権管理・回収に取り級んだ。
回収困難な債権について、整理することができた。また、回収対象においては、分納によりー
定額の回収ができたが、関標を達成することはできなかった。

口実績(平成30年度末) E 30年度発生分類 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 日一口+E

処現議 回収率・整理率 目標遠成率 金額 金額

処理件数 会体比 前年比
O/G(%) 件数 件数D/8(%) O/A(%) 

731，000円 国収率 98.9 98.9 ------------。件 国収率 -----------3，716，375円 盛護局医 ------------1 
1件 童書量官民 ----------4，447，375円 処理局医 7.8 601.8 601.8 。円 52，426，449円

1件 処狸事 3.6 。件 27件



様式(実緩1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 地域人づくり事業委託返還金 7 

2 債権の性格 私債権 l!~ 
主選

3 債権の概要 地域人づくり事業の概算払精算に係る委託料返納金
方
童十

4 滞納となった要因等
資金繰りが苦しくなり一括して返納することが閤難に

なった。

5部局長等名 雇用経済部長

6 所管課等名 雇用対策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

A平成29年度
実緩

債権の性格 種別
処理額

処理件数

9-3 1，704，300円

回収対象

1件

。円

整理対象

私債権 。{牛

1，704，300円

言十

1件

日当初
(平成29年度米)

未済額

未済件数

--------------------1，021，300円

1件

B 

l!~ 
組
成
果

C 平成30年度目 標
(30年度発生分を除く。)

処理額 沼収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
c/s(同) C/削%)

1，021，300円 図収率 59.9 

1件 題収率 100.0 

。円 整壊事

。件 警捜率

1，021，300円 処理率 100.0 59.9 

1件 処翠寧 100.0 100.0 
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債務者の資金繰りを確認しつつ、可能な限り計箇より早期の返納を求めていく。

債務者から提出された支払計画書に基づき返済を受け、平成30年10月末日をもって完済され
た。

口実績(平成初年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 B-D+E 

処理観 回収率・整E里率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数。/日(%) D/A(%) 

1，021，300円 回収集 59守自 100.0 -----------1件 回収率 100.0 100.0 ------------。円 受理率 ------------。件 整理率 -----------1，021，300円 処覆司区 100.0 59.9 100.0 。円 。円

1件 処寝工事 100.0 100.0 100.0 。件 。件



様式I実績2)

平 成30年度債権処理計画(実績・総括票)

1 部局長等名 |黒土整備部長

Z 取りまとめ担当課名 |県土整備財務課

滞 納 債権の現状

3平成30年度実績

債権の性格 種目IJ

3-1 
包収対象

強公制債徴権収
整理対象

言オ

3-2 
回収対象

非強制徴収 繋理対象
公債権

富十

3-3 
回収対象

私債権
整理対象

計

回収対象

合計 、義理対象

計

A平成29年度
(平成日29当年初度末)実績

処理額 未済額

処理件数 未済件数

938，589 I'l 
32件

22，600円

日件

961，189同 6，955，734伺

40件 64件

日同

。件

。阿

日件

。門 O l'l 

。件 O 件

3，390，085内

141 ;牛
1，227，956河

67件

4，618，041門 21，420，880阿

208件 425件

4，328，674円

173件

1，250，556同

75件

5，579，230向 28，376，614門

248件 489件

C 平成30年度目 標く。
(平成田年産発生分を除 ) 

処理額 回収率整理率

処理件数 C全/6体(比%) 
前年比

C/A(%) 

1，999，584 I'l 盤以見事 213.0 
38件 包減率 118日

4，625，575同 援理事 20，467.1 
15件 登理事 187.5 

6，625，159阿 処環i跡 95.2 689.3 
53件 処糧事 82.8 132.5 
。円 阻川率

。件 回目民単

日同 監理寧

。件 撃を理耳障

。阿 処理思

。{牛 処理車

3，351，866伺 回収寧 98.9 
123件 悶 収 . 87.2 

1，581，568伺 霊司"思 128.8 
1件 霊視調停 1.5 

4，933，434円 鑓現司区 23.0 106.8 
124件 処理寧 29.2 59.6 

5，351，450同 書語版原 123.6 
161件 律問調区 93.1 

6，207，143 I'l 盤現羽院 496.4 
16件 '整理事 21.3 

11，558，593門 処 理 $ 40.7 207.2 
177件 処濯司区 36.2 71.4 
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D 実績(平成30年度末) E 平 成30年度尭 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除<.) 生分期末残高 B-O+E 

処理額 回収率・整理率 包棟逮成事 金額 金額 主な債権

処理件数 全体比 前年比
O/C(%) 件数 件数

D/8(%) D/A(%) 

216，956同 箇ド収摩 23.1 10.9 般国道23号改築工事

16件 箇収率 50.0 42.1 行政代執行費用

4，551，50日間 '委理率 20，139.4 98.4 
5件 強理事 62.5 33.3 道路損傷復旧費用

4，768，456同 処理車掌 68.6 496.1 72.0 68，236，721円 70，423，999阿

21件 処理事 32.8 52.5 39.6 16件 59件 河川使用料

。円 自収.

。件 関根移

。円 監 理 .

。件 警覆E積

。内 処理事 。同 。伺

。件 処理率 0;牛 0;牛

3，987，877円 回収車 117.6 119.0 損害賠償金(県営住宅)

183件 毘 収 . 129.8 148.8 
1，581，568伺 霊理母 128.8 100.0 県営住宅使用料

1件 盈現調停 1.5 100.0 
5，569，445門 処理寧

24360 3 
120.6 112.9 2，111，385円 17，962，820阿

184件 処理事 88.5 148.4 80件 321件

4，204，833 I'l 闘収率 97.1 78.6 
199件 回収率 115.0 123.6 

6，133，068向 m型車事 490.4 98.8 
6件 S撃砲率 8.0 37.5 

10，337，901阿 処理率 36.4 185.3 89.4 70，348，106門 88，386，819同

205件 処理事 41.9 82.7 115.8 96 ;キ 380 イ牛



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 一般国道23号改築工事行政代執行費用

2債権の性格 強制徴収公債権

国土交通省が実施する一般毘道23号(中勢バイパス)工事

3 債権の概要
において行政代執行を実施し、移転義務者に対して行政代
執行法第5条及び第日条により代執行費用の納付命令を
行ったもの。

4 滞納となった要因等債務者に確認できる閤収可能な財産がないこと。

5部局長等名 県土整備部長

日所管課等名 公共用地課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

耳E
組

方
針

呂

取
組
成
果

A平成29年度 B 当初 C平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別 処理額 来演説 処理額 回収率司整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/B(%) C/A(%) 

9-1 円---- 円 園収穫

回収対象 ----f~ {牛 闇収率

円 ----4，527，500円 建翠皐

強制徴収
整理対象 ----公債権

{牛 1件 .. 翠率

。円 4，527，500円 4，527，500円 処護易展 100.0 
計

。件 1件 1件 処理率 100.0 
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訪問等により本人の状況を担握するとともに、預金・保険・不動産等の財産調査を行い、新た
な換悩財産が確認できた場合は、滞納処分の執行停止を取り消す。
なお、執行停止が継続されれば平成31年3月に債務消滅となるため、不納欠損処理を行う。

債務者に処分可能な財産がなく、平成31年3月18日をもって執行停止後3年経過し、納付義務
が消滅したため不納欠損処分を行った。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除<0) 分期末残高 B一口+E

処理鶴 回収率=整理率 自襟達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/引 材 ) 件数 件数

D/日(%) O/A(%) 

5，000円 幽収率 ----------。件 隠県議 ---------4，522，500円 整翠怠 99.9 --------1件 整理皐 100.0 ---------4，527，500円 処理率 100.0 100.0 。円 。円

1 f牛 処理率 100.0 100.0 日件 。件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績γ煩票)
1債権名 道路敷使用料

7 

2債権の性格 強制徴収公債権
耳R
車週

3債権の概要 道路法第32条の許可による県管理道路の占用料
方
針

4 滞納となった要図書専 債務者の生活困窮等

5部局長等名 県土整備部長

6所管課等名 道路管理課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穏開l

9-1 

回収対象

強制徴収
整理対象

公債権

言十

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

5，010円

8件

300円

1件

5，310円

日件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

------------------------1，957円

4件

8 

取

車哩
成
果

C 平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理緩 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
0/8(%) C/A何色)

1，957円 闇収患 39.1 

4件 図収率 50.0 

日円 宣車理準 。。

。件 薮理寧 。。

1，957円 ~塁率 100.0 36.9 

4件 処理調停 100.0 44.4 

債務者に対し電話、文書、訪問による催告を粘り強く行い、納付を促していく。それでも納付に
応じない場合は調査等で判明した財産の滞納処分を行っていく。また、行方不明者について
は居所の把握に努める。

債務者に対し電話・文書・訪問による催告を粘り強く行い納付された。納期限が新年度となる
1 i牛について未収となった。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口十E

処理額 回収率・整理率 目標遠成率 金額 金援

処理件数 全体比 前年比 D/C(同) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

1，957円 回収率 39.1 100.0 

ど/ど/三/ ------------4件 毘収率 50.0 100.0 

円 整理襲撃 。。 ------------件 整理事 。。 ------------1，957円 処寝率 100.0 36.9 100.0 5，180円 5，180円

4件 処理率 100.0 44.4 100.0 1件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 道路損傷復泊費用

7 

2 債権の性格 強制徴収公債権
取
最姐

3債権の慨要 道路法第58条による損傷した道路施設の修現費用の弁償
方
童十

4 滞紋となった要因等 {責務者の生活酒窮等

5 部局長等名 黒土整備部長

6 所管課等名 道路管理諜

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種~IJ

9-1 
回収対象

強制徴収
整理対象

公債権

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

233，100円

。件

日円

。件

233，100丹

。件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

--------------
-------
--------1，557，723円

7件

B 

l!~ 
車置
成
巣

C 平成30年度目 標
(平成初年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/S(拍) C/削同)

1，557，723円 自収率 668.3 

7件 院収司区

。円 賢建阜

。件 整理構

1，557，723円 処理率 100.0 668.3 

7件 処覆率 100.0 
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債務者に対し電話、文書、訪問による催告を粘り強く行い、納付を促していく。それでも納付に
応じない場合は調査等で判明した財産の滞納処分を行っていく。また、行方不暁者について
は居所の把握に努める。

債務者に対し電話・文書・訪問による催告を粘り強く行い、一部は納付されたが、完納には
変っていない。
財産調査や、行方不明者の住所調査を実施した。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除<0) 分期末残高 日一口+E

処週額 出収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 o/c(%) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

8，000円 回収率 3.4 0.5 -------------。件 掴収思 0.0 ------------円 盤理羽信 -------------{牛 整理事 -----------8，000円 処理率 0.5 3.4 0.5 1，318，293円 2，868，016円

。件 処忍皐 。。 。。 4件 11件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績一個票)
1債権名 河川使用料

7 

2 債権の性格 強制徴収公債権
取
車哩

3 債権の概要 河)11法第24条の許可による土地占用料
方
童十

4 滞納となった要隠等 債務者の生活困窮、業績不振、行方不明等
8 

5 部局長等名 県土整備部長

6所管課等名 河川諜

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 
回収対象

強制徴収
重量理対象

公債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

620，900円

18件

22，300円

7件

643，200円

25件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

--------------------435，485円

26件

取
最週
成

巣

C 平成30年度目 標
(平成初年度発生分を除く。)

処理綴 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A円也)

337，765円 闇収率 54.4 

13件 図収率 72.2 

97，720円 霊童理事 438.2 

13件 重量翠率 185.7 

435，485円 処理率 100.0 67.7 

26件 処理調停 100.0 104.0 

債務者に対し霞話、文書、訪問による催告を粘り強く行い、納付を促していく。それでも納付に
応じない場合は調査等で判明した財度の滞納処分を行っていく。また、行方不明者について
は居所の把握に努める。

債務者に対し電話・文書・訪問による催告を粘り強く行い、また重量抑も執行することにより一部
納付につながった。

口実績(平成初年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(~も) 件数 件数

D/日(%) O/A(%) 

160，800円 阻収率 25.9 47.6 ----------9件 盛収率 50.0 69.2 ----------29，000円 霊理寧 130.0 29.7 ----------4件 整理事 57.1 30.8 ----------189，800円 処理寧 43.6 29.5 43.6 82，174円 327，859円

13件 処理率 50.0 52.0 50.0 4件 17件



機式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 延滞金(河川使用料)

7 

2債権の性格 強制徴収公債権 官E
最温

3 債権の概要 河川法第24条の許可による土地占用料の納付遅延による
方
童十

4 滞納となった要因等債務者の生活図窮、業績不振、行方不明等

5部局長等名 県土整備部長

6所管課等名 河川課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 
回収対象

強制徴収
整理対象

公債権

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

6，020円

2 f牛

円

件

6，020円

2件

B 当初
(平成29年度末)

未済援

未済件数

---------
---------
---------
---------427，184円

22件

呂

官1
最温
成
果

C平成30年度目 標

(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・繋理率

処理件数
全体比 前年比
C/6(%) C/A(%) 

96，254円 回収率 1，598.9 

10件 悶収E民 500.0 

355円 整理翼民

1件 襲塁率

96，609円 処理率 22.6 1，604.8 

11件 処理率 50.0 550.0 
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債務者に対し電話、文書、訪問による催告を粘り強く行い、納付を促していく。それでも納付に
応じない場合は調査等で判明した財産の滞納処分を行っていく。また、行方不明者について
は居所の把援に努める。

債務者に対し電話・文書・訪問による催告を粘り強く行い、また差押も執行することにより一部
納付につながった。

口実績(平成30年度末) 王平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 自口十E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処渥件数 全体比 例年比
D/引%) 件数 件数0/6(%) O/A(%) 

41，199円 関山率 684.4 42.8 

------------------3件 鹿開幕 150.0 30.0 

--------------円 整理務 。。
------------------件 盤理率 。。
------------------41，199円 処理率 9.6 684.4 42.6 33，305円 419，290円

3件 処理率 13.6 150.0 27.3 5件 24件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績?傭菓)
1債権名 海岸使用料

7 

2 債権の性格 強制徴収公債権
取
最哩

3 債権の概要
海岸法第7条第1項の規定による許可を受けた者に対し、法 方

第11条に基づき徴収する使用料

4 滞納となった要因等 債務者の破産

5 部局長等名 県土整備部長

6 所管課等名 港湾・海岸課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穫別

9-1 

回収対象

強制徴収
整暖対象

公債権

言オ

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

437円

1件

円

件

437円

1件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

----------/イブケ

-----2，580円
1件

童十

8 

lf~ 
主韮
成
巣

C 平成30年度目 標
(平成30年度発生分を徐<0) 

処理額 面収率，整理率

処環件数 全体比 前年比
0/6(%) C/A(%) 

2，580円回収率 590.4 

1件組収率 100.0 

円型産翠率

件整翠羽島

2，580円処理率 100.0 590.4 

1件処翠率 100.0 100.0 

破産債権の届出書を提出済みのため、破産手続の進捗管現在行う。

定期的に破産管財人へ状況の確認を行った。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 8-D+正

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 0/0(%) 件数 件数0/臼(%) D/A(%) 

円国収穣 。。 。。-----------件罰収星島 。。 。。----------円襲翠星島

どと三 ------件聖護率 ----------。円 処浬率 。。 。。 0.0 。円 2，580円

。件 処理率 。。 。。 。。 。件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1僕権名 岸壁祷揚場その他使用料

7 

2債権の性格 強制徴収公債権
取
最温

3 債権の概要
港湾法第37条の許可による港湾区域内の水域又は公共空 方

童十地の占用料

4 滞納となった要因等債務者の破産

5部局長等名 県土整備部長

6 所管諜等名 港湾・海岸諜

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種目i

9-1 
回収対象

強制徴収
整理対象

公債権

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

73，122円

3 ;牛

円

件

73，122円

3件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

------------------------3，305円
3 ;牛

8 

取
来週
成
果

C 平成30年度目 標
〔平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/自(%) C/A(%) 

3，305円包収率 4.5 

3件回収率 100.0 

円R翠率

{牛 "理率

3，305円処理率 100.0 4.5 

3件処理率 100.0 100.0 
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平成29年9月15日付けで破産管財人あて交付要求を行っているため、その進捗管理を適切に
イ1Tつ‘。

定期的に彼産管財人へ状況の催認を行った。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 包収率・整理本 目標遠成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/8(%) ロ/叫%)

円国収率 。。 0.0 ----------------件国収率 。。 0.0 ----------------円盤穫率 ------------、
{牛 整理事 --------------。円 処理現場 。。 。。 。。 1，500円 4，805円

。件 処理率 。。 。。 。。 1件 4件
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様式(実績1)

平成30年度 責権処理計画(実績・個票)
1債権名 質問港廃船撤去行政代執行費用

7 

2 債権の性格 強制徴収公債権 取
最温

3 債権の概婆
行政代執行法第2条の規定!こより原因者に代わって実施し 方

針た、行政代執行に要した費用。

4 滞納となった要図等
行政代執行に要した費用が巨額であり、原因者の資

カが不足しているため。

5 部局長等名 県土繋備部長

6所管課等名 港湾事海岸謀

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 

泊収対象

強制徴収
整理対象

公債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

円

件

円

件

Of'l 

。件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

----------------円

{牛

8 

取
組
成
果

C 平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/B(%) C/A(%) 

円 盟収率

件 国収集

円 整理襲撃

件 受理率

。円 処連事

。件 処種率

平成30年度発生債権のため取組方針設定なし。

口実績(平成30年度末) E平成初年度発生 F 平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(%) 件数 件数

臼/町%) D/A(%) 

円 盟収率 ------/二/二/Y 
件 爾収道展 ----円 監理率 ------------{牛 段理率 ------------。円 処護耳障 66，796，269円 66，796，269円

。件 処湿率 1件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績凪個票)
1債権名 違約金及び延納利息等

7 

2債権の性格 私債権 取
組

3 債権の概要
契約解除違約金にかかる利息、契約解除前払金返還利患 方

等

4 滞総となった要因等債務者の業績不振

5 部局長等名 県土整備部長

6 所管課等名 県土星妻備総務課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穣別

9-3 
回収対象

楚護対象

私債権

言十

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

26，100円

1件

円

件

26，100円

1件

日当初
(平成29年度末)

米済額

未済件数

----------------25，300円

1件

針

8 

取
最組
成
果

C平成30年度自 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理観 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/町%) C/A(%) 

25，300円 園収事 96.9 

1 fキ 包収率 100.0 

円 警護率

{牛 m現率

25，300円 処理率 100.0 96.9 

1件 処護率 100.0 100.0 

57 

債務者から提出された納付誓約書に基づき、引き続き回収に取り結む。

納付聖書約書に沿って納付を受け、対象債権の全額を包収した。

由実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 B標達成率 金額 金額

処理件数 会体比 前年比
o/c(%) 件数 件数0/臥%) D/A(%) 

25，300円 留収率 96.9 100.0 

----------------1件 回収率 100.0 100一日 ------------円 受理皐 ------------{牛 整理皐 ------------25，300円 処理事 100.0 96.9 100.0 。円 。円 l

1件 処理事 100.0 100.0 100.0 。件 o f牛
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・値票)
1債機名 違約金等 7 

2債権の性格 私債権 取
車喧

3 債権の概要 契約解除違約金、契約解除前払金返還にかかる利息
方
童十

4 滞納となった要因等債務者の破産

5 部局長等名 県土整備部長

6 所管課等名 県土整備総務諜

滞絡債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 

閲収対象

整理対象

私債権

計

A 平成29年度
実績

処理観

処理件数

円

件

円

件

。円

。件

日当初
(平成29年度末)

来済額

米済件数

--------------------円

体

B 

I[~ 
車置
成
果

C 平成30年度目 様
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理主事

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

円 圏収率

件 回収事

円 整理率

{牛 整理準

日間 処理準

。件 処理襲率

平成30年度発生債権のため取紐方針設定なし。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F 平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 間収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/CC特) 件数 件数0/6(%) O/A(%) 

円 罰収足農 ----------件 回収率 ----------円 整漫局医 ----------件 整理率 ----------。円 処理事 443，643円 443，643円

。件 処理寧 2件 2件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計癌(実績・個票)
1債権名 債務不履行に基づく損害賠償債権

2 債権の性格 私債権

公共事業用地の売貰契約上の債務不履行による売主に対
3 債権の概要 する損害賠償債権、遅延損害金債権及び債権差押命令に

係る執行費用

債務者は法人であるが、県が訴訟提起し勝訴判決確
4 滞納となった要図書寺 定及び債権差押命令を受けて取立てを行うも、既に黙

産が無く債権回収に歪らなかった。

5 部局長等名 県土整備部長

6 所管諜等名 公共用地課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
最唖

方
童十

8 

取

緩
成
巣

し

A 平成29年度 日当初 C 平成30年度呂 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

儀権の性格 穣~IJ
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/町助) C/A(%) 

9-3 円 ------ 円 回収率

回収対象

件 ------ 件 回収率

円 ------1，581，568円 要を翠率

整理対象

私債権 件 ------ 1 j牛 繋理事

。円 1，581，568円 1，581，568円 処寝Z廃 100.0 
言十

o j牛 1件 1件 処程率 100.0 

59 

債務者である法人の代表者との面談及び債務者の財産調査を実施〈、したが、法人である債務
者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くな かっ、差し押さえることが
できる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるため、三重県債権の管理及び
私債権の徴収に関する条例第11条第1号に基づき、平成28年2月2日に債権の徴収停止を
行った。債務者の代表者との面談や債務者の財産調査を実施し、同条例第14条第1項第1号
により私債権の放棄について判断する。

債務者に処分可能な財産がなく、平成31年2月3日をもって徴収停止後3年経過したため三薫
県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例第14条第1項第1号により私債権の放棄を行つ
た。

D実績(平成30年度末) E平成30年度発生 子平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口十E

処理額 回収率・整環率 目標達成率 金額 金額

処理件数 D全/体B何比色)
前年比

D/C(同) 件数 件数
O/A(%) 

円 回収事 --------------件 殴収司区 --------------1，581，568円 整理議 100.0 ------------1件 整寝馬区 100.0 

----------------1，581，568円 処理率 100.0 100.0 。円 。円

1件 処理率 100.0 100.0 。{牛 日体
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績イ臨票)

1債権名
港湾施設使用許可の債務不履行にかかる損
害賠償請求権 7 

2 債権の性格 私債権 耳耳
組

3 債権の概要
三重県港湾施設管理条例第11条に係る債務不履行に伴う

方

針
損害賠償請求

4 滞納となった要因等債務者の生活随窮等

5 部局長等名 県土整備部長

6 所管課等名 港湾岨海岸課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種JlIJ

9-3 

回収対象

整理対象

私債権

言十

A 平成29年度
実績

処浬額

処理件数

円

件

円

件

。円

。件

B 

耳E
組
成
果

自当初 C 平成30年度目 標
(平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

来済額 処理積 回収率・整理率

来済件数 処理件数 全体比 前年比
C/日(%) C/A(%) 

----- 円 飽収率

----- 件 回収集

----- 門 霊安理率

------ 件 警護第

円 。円 処理車

件 。件 処室率

平成30年度発生債権のため取組方針設定なし。

。実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を醸し) 分期末残高 B-D+E 

処理霊額 阻収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
o/c(%) 件数 件数

D/8(%) 0/削%)

門 自収率 ----------件 悶収率 ----------円 .. 忽阜 -----------{牛 整理思 ----------日円 処理事 130，910円 130，910円

。件 処理率 1件 1件



様式(実緩1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 県営住宅使用料

2債権の性格 私債権

3 債権の概要 三重県営住宅条例第9条による入居者家賃

4 滞納となった婆因等債務者の生活困窮、行方不明等

5 部局長等名 県土整備部長

6 所管言葉等名 住宅政策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種目j

9-3 
回収対象

聖書瑳対象

私債権

言十

A 平成29年度
実績

処環額

処理件数

2，333，518円

109件

1，065，150円

66件

3，398，668円

175件

日当初

(平成29年度末)

未済額

未済件数

----------------6，317，441円

294件

7 

耳E
紐
つE
針

B 

耳E
車唖
成
果

C平成30年度目 標
(平成初年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/日(%) C/A(%) 

2，079，344円 回収事 89.1 

100件 圏収率 91.7 

円 受理事 。。

4牛 霊理事 。。

2，079，344円 処理率 32.9 61.2 

100 ;牛 処理率 34.0 57.1 

61 

債務者に対し電話、文書、訪問による催告を粘り強く行い、納付を促していく。それでも納付に
応じない場合は法的措置を行っていく。また、行方不明者については居所の把握に努める。

回収対象の目標額を達成できた。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 会体比 前年比 。/0(%) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

2，394，762円 隠収率 102.6 115.2 ----------125件 回収率 114.7 125.0 ------------。円 援護率 。。 ------------日件 要量寝率 。。 --------------2，394，762円 処理本 37.9 70.5 115.2 1，120，400円 5，043，079円

125件 処理事 42.5 71.4 125.0 55件 224件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 遅延損害金(集営住宅)

7 

2 債権の性格 私債権 I[~ 
組

3 債権の概要
家賃の紋付遅延に伴う遅延損害金(三重県債権の管理及 方

び私債権の徴収に関する条例第7条による。)

4 滞納となった要因筈 家賃の未納分から紋付しているため。

5部局長等名 県土整備部長

日所管課等名 住宅政策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穣別

9-3 
回収対象

義理対象

私債権

富十

A平成29年度
実績

処理額

処寝件数

16，600円

11件

円

{牛

16，600円

11件

目当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

--------------------6，600円

4件

童十

8 

取
最週
成
集

C 平成四年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 包収率・整理率

処理件数 金体比 前年比
C/B(%) C/A(%) 

1，100円 回収率 6.6 

1件 自収率 9.1 

円 整理第

件 整理務

1，100円 処翠寧 16.7 6.6 

1件 処理局長 25.0 9.1 

債務者に対し電話、文書、訪問による催告を粘り強く行い、納付を促していく。それでも納付に
応じない場合は法的措置を行っていく。また、行方不明者については居所の把握に努める。

殴収対象の目標額を達成できた。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期米残高 日一D+E

処理額 回収率"整耳塁本 呂標達成率 金額 金額

処理件数
全体比 前年比

D/C(%) 件数 件数0/日(杭) D/A(q也)

1，100円 回収率 6.6 100.0 
/////  / -----1件 翻収足農 9.1 100.0 -----。円 整理皐 ----------。件 整理皐 ----------1，100円 処望星幕 16.7 6.6 100.0 12，100円 17，600円

1件 処理事 25.0 9.1 100.0 7件 10件



様式(実綾1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 損害賠償金(県営住宅)

7 

2債権の性格 私債権 宜主
車哩

3 債権の概要
三重県営住宅条例第39条による住宅の明渡し誇求を受け 方

針た者に対する損害賠償金

4 滞納となった要因需 債務者の生活困窮、行方不明等

5部局長等名 黒土整備部長

6 所管言葉等名 住宅政策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 
回収対象

整理対象

私債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

984，567円

4件

162，806円

1 i牛

1，147，373円

5件

自当初
(平成29年度末)

未済額

来済件数

--------------------10，914，351円

35件

8 

取
組
成
果

C 平成初年度目 様
(平成30年度発生分昔話宗<0) 

処理額 回収率・整理率

処理件数
全体比 前年比

C/S(桁) C/A(%) 

738，922円 関収率 75.1 

6件 圏収率 150.0 

円 監理率 。。
件 "理率 。。

738，922円 処理率 6.8 64.4 

6件 処理率 17.1 120.0 

63 

債務者に対し電話、文書、訪問による催告を粘り強く行い、納付を促していく。それでも納付に
応じない場合は法的措置を行っていく。また、行方不明者については居所の把握に努める。
なお、来Jjj(額の増加を防ぐため、明i置し訴訟の確定と速やかにその強制執行の申し立てを行
つ。

回収対象の目標額を達成できた。

口実績(平成30年度末) E 平成初年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日-D+E

処現額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処環件数 D金/体B(比%) 
前年比

O/C(%) 件数 件数
O/A(%) 

1，000，295円 廼収，. 101.6 135.4 --------------9件 回収率 225.0 150.0 -------------円 霊理率 0.0 -------------{牛 髭理事 。。
----------------1，000，295円 処理寧 9.2 87.2 135.4 386，232円 10，300，288円

9件 処理箪 25.7 180.0 150.0 3件 29件
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様式(実績1) 

平成30年度債権処理計画(実績イ匝票)
1債権名 県営住宅駐車場使用料

7 

2債権の性格 私債権
取
組

3 債権の概要
行政財産の目的外使用に係る使用料に演する条例第1条 方

針による県営住宅駐車場使用料

4 滞納となった要因等 債務者の生活困窮、行方不明等

5部局長等名 県土整備部長

6 所管課等名 住宅政策課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種見11

9-3 

回収対象

整理対象

私債権

言十

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

29，300円

16件

円

{牛

29，300円

16件

B当初
(平成29年度末)

未済積

来済件数

--------------------2，575，620円

90件

B 

取
組
成

果

C 平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・義理率

処浬件数 全体比 前年比
C/8(%) C/削拍)

507，200円 国収率 1，731.1 

15件 回収容 93.8 

円 整理象

件 .. 理事

507，200円 処理議 19.7 1，731.1 

15件 処理感 16.7 93.8 

分納等の指導を行い、確実な履行を求めるとともに、電話、文書、訪問による催告を粘り強〈
行い、納付を促していく。それでも納付に応じない場合は法的措置を行っていく。

回収対象の目撲額を達成できた。

口実績(平成30年度末) E 平分成期3米0年残度高発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 、 B-D+E 

処渥額 回収率・整理率 巨標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 訴年比 D/引%) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

566，420円 鴎収率 1，933.2 111.7 ----------47件 固収率 293.8 313.3 ----------。円 "理率 ----------。件 整理恵 ----------566，420円 処瑳皐 22.0 1，933.2 111.7 18，100円 2.027.300円

47件 処理率 52.2 293.8 313.3 12件 55件



様式(実績2)
平成30年度債権処理計画(実績・総括票)
|1部局長等名 |教育長

E2取りまとめ援当課名 |教育財務課

滞納債権の現状

3 平 成30年度実績

債権の性格 種別

3-1 
阻収対象

強制徴収 整理対象
公債権

計

13-2 
回収対象

非強制徴収 繋理対象
公債権

計

13-3 
回収対象

私債権
整理対象

計

回収対象

合計 整現対象

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

。円

0;牛
l同

。件

。円

日件

107，950向

。件

)円

。件

107.950円

。{牛

8，861，276阿

1.233件

日間

。件

8，861，27空豆
1，233件

同

1.233件

。円

0;件

8，969.226円

1，233件

B当初 C平成30年度目 標
(平成29年度束) (平成30年度発生分を除<.) 

未済額 処濯額 回収率・整理率

未済件数 処理件数 前年比
C/A(%) 

日円 回収率

。件 園収率

。内 監理準

。件 畳程率

。内 。円
処処理寝寧寧

。件 。件

698，251同
回E線収事率

646.8 
9件

。内 整理率

。件 2整理事

32，307，375門 698，251阿 処理率 2.2 646.8 
27件 9件 処理事 33.3 

1 7 内
回悶叡収白率鳥

169.4 
2，285件 185.3 

104，1391'1 
建費君理臨調寧巨

1件

103，381，699同 15，111，384門 処理事 14.6 170.5 
13，839件 2，286件 処理事 16.5 185.4 

15，705，496同
園問収級事率

175.1 

2，294件 186.1 

104，1391'1 
霊塁要理理寧率

1件

)74円 15，809，635円 鑓理局匡 11.7 176.3 

13，866件 2，295件 |処理箪 16.6 186.1 

D実綾(平成30年度京) IE平j F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) B-D+E 

処理額 買収率・整理率 |回線制第 金額 金額

処理件数 会体比 D/C(%) 件数 件数D/B{%) 

。阿 |園岬

。件 l固収率

。円 l整理事

。件 聖震l略

日間
処処理理事m 01'1 。同

。{牛 。件 日件

同
B宙収収$箪

432.5 66.9 
12件 133.3 
。円 型軽理事

日件 m理事

河 処理皐 1.4 432.5 66.9 168，220門 l内

12件 処理事 44.4 133.3 3件 18件

15，341，155円
，.回4収見事$ 173.1 102.2 

2，242 ;牛 181.8 98.1 J 3tt 

01'1 
艶盤理翠n皐R 

。。

0;牛 。。

15，341，155内 処理事 14.8 173.1 101.5 31，097，215門
ユ笠主1立6，3笠95旦件-~，242 件 処理事 16.2 181.8 98.1 4，798件

1 門
関国収収諸率

176.2 100.7 
2，254件 182.8 98.3 

。円
整整理理事皐

。。

0;牛 。。

1 5?8028，1 02 95日4件間
処覆羽院 11.7 176.2 100.0 31，265，4351'1 151，146，419門

処理馬区 16.3 182.8 98.2 4，801件 16，413件
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様式(実緩1)

平成30年度債権処理計画(実績イ臨葉)
1 債権名 高等学校授業料未収金 7 

2 債権の性格 非強制徴収公債権 取
組

3 債権の概要 三重県高等学校条例に基づく授業料の未収金
方
針

4 滞納となった要因需 経済的図難等

5部局長等名 教育長

6 所管課等名 教育財務課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-2 
回収対象

非強制徴収
整理対象

公債権

言十

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

95，950円

。件

。円

。件

95，950円

。件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

/イケ

---------------1，228，836円

25件

8 

取
組
成
果

C平成30年度目 標
(平成初年度発生分を除く。)

処理額 回収率園整理率

処理件数 全体比 約年比
C/8(%) C/削%)

436，251円 悶収事 454.7 

9件 回収率

。円 盤理業

日件 盟理埠

436，251円 処理事 35.5 454.7 

9件 処翠寧 36.0 

在学生に係る債権については、商談を実施することで早期の回収に努める。
滞給者に対しては、弁護士への委任、民事訴訟法による支払督促の申立て、預貯金の差押
え等により回収を図る。

取組方針に碁づき回収を進めた結果、目標績を上回る回収を行うことができた。
なお、授業料無償制度が導入される平成22年度以前の未収金(426，564円)は、 47，663何回収
し、 29年度に新たに発生した未収金(436，972円)1立、 318，172円を回収した。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口+E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体tt 前年比
D/C(帖) 件数 件数D/6(%) O/A(%) 

454，935円 閤収君事 474.1 104.3 ----------12件 回収率 133.3 ----------。円 楚理率 ----------。件 整要望事 ----------454，935円 処理案 37.0 474.1 104.3 168，220円 942，121円

12件 処理感 48.0 133.3 3件 16件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 恩給・扶助料過払い戻入未 払金 7 

2債権の性格 非強制徴収公債権 耳E
組

3 債権の概要
恩給法の規定により支給された恩給・扶助料の過払い戻入 方

未払金 針

4 滞納となった要因等
受給者の死亡連絡が遺族からなされなかったことによ

り発生

5部局長等名 教育長

6所管課等名 福手IJ.給与課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-2 
由収対象

非強制徴収
整理対象

公債権

計

A平成29年度
実績

処環額

処理件数

12，000円

。件

。円

。件

12，000丹

。{牛

日当初

(平成29年度末)

未済額

未済件数

-------
---------------------9，519，070円

1件

8 

取
*Jl 
成

果

C 平成初年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 思収率・整理率

処狸件数 全体比 別年比
C/日(%) C/A(%) 

12，000円 包収率 100.0 

。件 悶収事

。円 建理事

。件 整理皐

12，000円 処理準 0.1 100.0 

。件 処理率 。。
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文書、訪問により債務者へ自主納付の継続及び返納額の増額を求める。ただし、自主納付が
なされない場合は強制執行手続きを行い、債権の回収に努める。

年間6也、計12，000円の自主納付があったが、経済的に図説しており増額は望めない。

由実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除<0) 分期末残高 日一口+E

処理額 回収率・整王里率 自襟遼成率 金額 金額

処理件数 O全/体B(比%) 
前年比 。/C(%) 件数 件数

D/A(%) 

12，000円 回収率 100.0 100.0 ---------------日件 団収率 --------------。円 .. 建率 -------------。件 整理傘 ---------------12，000円 処理率 0.1 100.0 100.0 日円 9，507，070円

。件 処理事 。。 。件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績イ圏票)
1債権名 退職手当返納金

2債権の性格 非強制徴収公債権

見公立学校職員が退職した後、在職期間中に懲戒免職処
3 債権の概要 分に相当する行為をしたことが判明したことによる退職手当

の返納(公立学校職員の退職手当に関する条例)

4 滞納となった要因筈 債務者の生活閤窮

5部局長等名 教育長

日所管課等名 福利・給与諜

滞納債権の現状

9 平成30年度実績
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7 

取
組

方
針

B 

取
最唖
成
果

A 平成29年度 日当初 C 平成30年度目 標
実緩 (平成29年度来) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別 処理額 来演額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-2 。円 ------- 250，000円 圏収率

阻収対象

-------
。件 。件 隠順調院

。円 ------- 。円 援理率

整理対象
非強制徴収

。件 ------- 。件 畿運率

公債権

OPl 21，559，469円 250，000円 処理率 1.2 

計
。件 1件 。件 処理率 。。

面会、竜子メール等により本人1こ対し納付を求めていく。また、法的措置に向けた準備を進め
ていく。

本人への面談、電子メール等にて債権回収に努めたが、他の債務(地方税等)の返済など債
務者の生活困窮等のため、回収笥標は達成できなかった。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-O+E 

処理鎖 回収率・整理率 自標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/引拍) 件数 件数0/6(%) D/A(%) 

。円 隠収'" 。。

ど/ど/三/ --------------。件 闘収率

。円 整理事

--------------日件 塗寝馬区 --------------。円 処寝務 。。 。。 。円 21，559，469円

。件 処理権 。。 。件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 高等学校等修学奨学金返還金

2 債権の性格 私債権

経済的な理由により、高等学校(中等教育学校の後期課程

3 債権の概要
を含む。)、高等専門学校における修学が罰難な者に対し、
三重県高等学校等修学奨学金として貸与した奨学金返還
金

4 滞納となった要因等経済的関難等

5 部局長等名 教育長

6 所管課等名 教育財務課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
最温
方

針

日

取
組
成
果

A 平成29年度 日当初 G平成30年度自 標
実績 (平成田年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種目l 処理額 未済鎖 処理額 題収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/削帖)

9-3 7，671，787円 ------13，326，000円 間収率 173.7 
回収対象

1，087件 ------ 2，030件 間収率 186.8 

。円 ------ 。円 整理率

整理対象

私債権 0;牛 ------ 。件 "翠率

7，671，787円 68，587，669円 13，326，000円 処理率 19.4 173.7 
計

1，087件 10，479件 2，030件 処理率 19.4 186.8 
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滞納者に対しては、文書及び電話による催告を実施するが、滞納期間が長期化している債権
については、債権回収会社への委託、弁護士への委任、民事訴訟法に碁づく支払督促申立
て、給与や預貯金の差押え等により、周収を図る。

取組方針に基づき回収を進めたが、債務者の経済的困難等のため、回収目標を遼成できな
かった。なお、文書催告件数や外部への新規委託債権を増加させる等の対応も行った。

D 実績(平成30年度末) E平成30年度発生 ド平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整環君事 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/8(%) D/A(%) 

12，216，323円 回収率 159.2 91.7 ------------1，865件 悶収率 171.6 91.9 ------------。円 重量狸事 ------------。件 建理事 ------------12，216，323円 処現事 17.8 159.2 91.7 28，056，240円 84，427，586円

1，865件 処寝耳黒 17.8 171.6 91.9 4，304件 12，918 ;牛



70 

様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実憲章竺恒票)
1債権名 雑入(遅延損害金等)

7 

2債権の性格 私債権
取
車置

3 債権の概要
高等学校等修学奨学金返還金に係る遅延損害金及び支払 方 J

童十督促申立費用等の法的費用

4 滞納となった要因等経済的困難等

5部局長等名 教育長

6 所管課等名 教育財務課

滞締債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 
回収対象

整理対象

私債権

計

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

99，010円

31件

。円

。件

99，010円

31件

日当初
(平成29年度末)

未済額

来済件数

--------------------1，570，445円

645件

B 

I!~ 
総
成
果

G平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理緩 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/削帖)

230，000円 闇収君事 232.3 

110件 園収務 354.8 

。円 察理率

。件 盤理調院

230，000円 処理星第 14.6 232.3 

110件 処理事 17.1 354.8 

遅延損害金の滞納者に対しては、元金に多額の滞車内があることから、債務者の滞納状況を考
慮しながら、元金の納付に支障が出ないように回収を進めるD

支払督促申立費用等の法定費用が回収できない債務者については、財産調査を進め、蓑押
えによる回収を図指す。

取組方針に基づき回収を進めたが、債務者の経済的困難等のため、回収自擦を達成できな
かった。なお、本債権の対象債務者93名のうち、 25名から198，128円を回収した。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金鍾 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(帖) 件数 件数

D/8(%) O/A(%) 

198，128円 国収率 200.1 86.1 ----------123件 隠収率 396.8 111.8 ----------。円 護摩率 ----------。件 要を翠準 ----------198，128円 処翠率 12.6 200.1 86.1 675，355円 2，047，672円

123件 処..'事 19.1 396.8 111.8 258件 780件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績=個票)
1 債権名 違約金(~fl脳機賃貸借契約)

2債権の性格 私債権

3債権の概要
印刷機賃貸借契約業者に対する、契約解除にかかる違約
会。(~三重県会計規則運用方針および契約書)

4 滞納となった要因等
契約先業者倒産のため契約続行不能により契約解除。
契約解除違約金未納のまま所在不明となり滞納。

5部局長等名 教育長

日所管課等名 学校経理開施設課

滞納債権の現状

9 平成30年度実緩

7 

取
組
方
針

B 

取
車温
成
果

A平成29年度 日当初 C平成30年度臣 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種目l 処理額 未済額 処理額 回収率・繋理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/引%) C/A(%) 

9-3 。円 ----- 。円 回収率

回収対象 -----日件 。件 窃収思範

。円-----104，139円 差環礁

整理対象

私債権 。件 ----- 1件 整寝足経

。円 104，139円 104，139円 処理" 100.0 
言十

。件 1件 1件 処理事 100.0 

71 

債務者の所在を特定することができないことから、可能な限り所在調査及び財産誠査を行い、
徴収停止の手続きの検討を行う。

関係課と情報共有を図り、倒産した会社の財産誠査や債務者の住居跡の定期的な現地確認
を行った。※債務者は平成29年度に住居火災により所在不明。

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
〔平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率司整理率 目標達成準 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/C(帖) 件数 件数0/臥%) D/A(%) 

。円 自収率 -----------。件 国収率 ------------。円 重審理皐 。。------------o i牛 整思率 。。 ------------。円 処環E経 。。 。。 。円 104，139円

。件 処理率 。。 。。 。件 1件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計聞(実績イ医薬)

7 
1債権名 自動販売機光熱水費負損金

2債権の性格 私債権
耳E
事E
方三重県教育財産規貝rJに基づき、自動販売機設置場所の

3 債権の概要 賃貸借契約を締結した業者に対する使用した光熱水費の 針
負担金

4 滞紡となった要因等債務者(契約業者)による事務手続の遅延

5 部局長等名 教育長

6 所管課等名 学校経理・施設課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 

回収対象

義理対象

私僕権

言十

A 平成29年度
実績

処理観

処理件数

日円

。件

。円

。件

。円

。件

日当初
(平成29年度末)

来済鎖

未済件数

--------------------203，145円

2件

呂

耳E
経
成

果

G平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処濯件数 全体比 前年比
C/8(馳) C/A円色)

203，145円 凶収'"

2件 回収率

。円 登理当解

。件 整理事

203，145円 処理率 100.0 

2件 処寝思事 100.0 

来収1件について、回収対象債権として支払督促を前提とした催告を継続する。
もう1件は5月8日付で収納したことを確認済み。
残り1件は平成30年度発生債権のため、取組方針設定無し。

平成29年度末の未収2件について、
1件は平成30'年6月22臼に収納確認。
11'牛は同年5月8日に収納確認。

口実績(平成初年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口十E

処理額 回収率・整理率 巨標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 書官年比 O/C(%) 件数 件数0/6(%) D/A(%) 

203，145円 回州民率 100.0 ------------1 
2件 園出事 100.0 ----------。円 援翠星島 ---------日件 整理足農 ----------203，145円 処寝E事 100.0 100.0 20，747円 20，747円

2件 処理準 100.0 100.0 1件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 三重県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金

2債権の性格 私債権

三重県高等学校定詩制課程及び道{雲市i諜程修学奨励金の

3 債権の概要
貸与を受けた者が、高等学校を退学し、三重県高等学校定
時制課程及び通信制課程修学奨励金等返還債務免除条例
の適用を受けられず、返還債務が生じた。

4 滞納となった要因等債務者が生活に困窮している状態であるため。

5部局長等名 教育長

6 所管課等名 高校教育課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
最哩
方

針

B 

取
最温
成
果

A平成29年度 日当初 C平成30年度目 標
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/町%) C/A(%) 

9-3 25，000円 -----30，000円 図収率 120.0 
密収対象

-----o i牛 1件 自収率

。円 ----- 。円 整理事

整理対象

私債権 日件----- 。{牛 整理事

25，000円 839，000円 30，000円 処理寧 3.6 120.0 
言十

。{牛 5件 1件 処理率 20.0 
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債務者が生活に困窮している状態の者であるため、粘り強く回収を行う。

電話による催告、訪問による催告を実施し、債権の一部を回収した。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口+E

処浬憩 回収率・整理率 毘標達成率 金額 金額

処理件数 D /全体B(比%) 
前年比

D/C(同) 件数 件数
O/A(%) 

70，000円 居収率 280.0 233.3 ----------。件 国収率 。。-----------日円 受理寧 -----------。件 整寝羽範 ----------70，000円 処理事 8.3 280.0 233.3 19，000円 788，000円

。件 処理局院 。。 。。 。件 5件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 大学等進学資金貸付金

2債権の性格 私債権

平成7年B月制定f三重県大学等進学資金貸付けに鶴する
規則jlこ慕づき、県単独事業として、地域改善対策特定事

3 債権の概要
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の対象地域
の関係者で、学校教育法で規定する短期大学及び大学の
合格者を対象に、一持金として約50万円(国公立はこの約
半額)を貸し付けた。(貸付年度平成7年度-13年度)

4 滞納となった要閣寄 経済的困難等

5部局長等名 教育長

6所管諜等名 人権教育課

滞紡債権の現状

9 平成30年度実績
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7 

取
車唖
方

針

8 

取
車直
成
果

A 平成29年度 B当初 C平成30年度目 標
実績 (平成田年度末) (平成30年度発生分を除く。)

債権の性格 種別
処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/S(悦) C/A(%) 

9-3 327，730円-----390，000円 園収率 119.0 
回収対象

6件----- 10件 自収事 166.7 

。円 ----- 。円 義理皐

整理対象
私債権 。件 ----- 。件 整理寧

327，730円 6，056，320伺 390，000円 処理事 6.4 119.0 
百十

6件 120 i牛 10 i牛 処理率 8.3 166.7 

県債権条例及び県高等学校等進学奨励金返還金等債権管理事務取扱要綱に基づき、返還
に向けて継続して督促在行う。

未収金対策として、専門の嘱託員を配讃(平成22年度から)しており、引き続き文書及び電話
による督促などにより、返還の促進を図る。

長期未納者に対して、警告文書の発送、夜間等の居宅訪問、電話等を実施するなどにより、
返還の促進を図る。

下記の取組等により、過年度末収金1201牛 6，056，320円のうち、 18件 1，022，480F'lを回収し
た。

-戸~IJ訪問(津市、桑名市、鈴鹿市、松阪市、大紀町、多気町)
-その他
文書催告(催告状、警告文など)や電話催告等

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分在除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金援

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/8(%) D/A(%) 

1，022，480円 ~"率 312.0 262.2 ------------18件 関収率 300.0 180.0 -------
4正/こ三/三/ 士一。河 重整理事 ど三三

。{牛 監理寧

-------1，022，480門 処寝率 16.9 312.0 262.2 。円 5，033，840同

18件 処理率 15.0 300.0 180.0 。件 102件



様式(実績1)

平成30年度債権処理世画(実績・個票)
1債権名 高等学校等進学奨励金返還金

Z 債権の性格 私債権

旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置
に関する法律第2条第1壌に規定する対象地域の向和関係

者の子弟調大で学学及校び教大育学法iに規定する高等学校、高等専門学
校、短期 こ在学する者のうち、経済的な理由

3 債権の概要 により修学が困難なものに対し、県が貸与した進学奨励金
事業である。
r地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に
関する法律」の失効(平成14年3!'l1に伴い、貸付事業lま終
了している。

4 滞納となった要因宰 経済的函難等

5 部局長等名 教育長

6 所管諜等名 人権教育課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

耳E
最哩
方
針

自

I!~ 
主哩
成

果

A 平成29年度 8当初 c平成30年度目 襟
実績 (平成29年度末) (平成30年度発生分を徐<， ) 

債権の性格 種別
処理額 未済額 処理額 回収率・繋理率

処理件数 未済件数 処理件数
全体比 前年比
C/日(%) C/A(%) 

自-3 737，749門 ------800，000円 国収率 108.4 
回収対象

--------
109件 130件 廊収率 119.3 

。円 ~ 0"， 豊定理2解

聖書理対象

私債権 日件 ------ 。{牛 盤理率

737，749円 25，992，881丹 800，000円 処瑳率 3.1 108.4 
計

109件 2.585件 130件 処湾局匡 5.0 119.3 
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県債権条例及び県高等学校等進学奨励金返還金等債権管理事務取扱要綱に基づき、返還
に向けて継続して督促を行う。
未収金対策として、専門の嘱託員を配置(平成22年度から)しており、引き続き文書及び電話
による督促などにより、返還の促進を図る。
長期未納者に対して、警告文書の発送、夜間等の居宅訪問、電話等を実施するなどにより、
返還の促進を図る。

下記の取組等により、過年度朱収金2，585件 25，992，881円のうち、 232件 1，602，979円を回収
した。

-戸別訪問(津市、凶日市市、松阪市、鈴鹿市、桑名市、伊賀市、明和町、大紀町、紀北町、
愛知県あま市、大阪市、岐車県中津川市、福島県伊達市)
圃その他

文書催告(督促状、警告文など)や霞話催告等

D実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
〔平成30年度発生分を燥し) 分期末残高 自一D+王

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数
全体比 例年比 D/C(%) 件数 件数。/8(%)D/A(%) 

1，602，979阿 回収皐 217.3 200.4 -------------232件 翻収率 212.8 178.5 ---------------日同 整理要率

--------------。件 建理率 -------------1，602，979円 処理$ 6.2 217.3 200.4 2，324，073円 26，713，975河 |

232件 処理事 9.0 212.8 178.5 234 ;牛
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画〔実費圃個票)
1債権名 光熱水費負担金 7 

2債権の性格 私債権 取
最温

3 債権の概要
県立学校がスポーツ基本法により体育施設を一般に開放し 方

童十た際に生じる篭気料金

4 滞納となった要殴笥 債務者(体育施設利用者)による納入遅延
B 

5 部局長等名 教育長

6 所管課等名 保健体育課

滞納債権の現状

9 平成30年度実緩

債権の性格 穣盟[J

9-3 
回収対象

繋理対象

私債権

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

。円

。件

。円

日件

。円

。件

目当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

----------------------900円

1件

取
組
成
果

C 平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理綴 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/日(%) C/A(%) 

900円 翻収事

1件 回収事

。円 整寝酒院

。件 墜落率

900円 処理率 100.0 

1件 処程足農 100.0 

平成30年5月B日に収納した。施設利用者の不注意により、新たに1件の未収金が発生した
(当該債権については、平成30年度発生債権のため取組方針設定無し)。

平成30年5月B日に収納した。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日-D+E

処理額 聞収率・薬理率 目標遠成率 金額 金様

処理件数 全体比 前年比 D/引%) 件数 件数D/自(帖) 白/A(怖)

900円 回収率 100.0 ------------1件 臨収率 100.0 ------------。円 翌昼寝皐 ------------。件 重建議 ------------900円 処寝耳襲 100.0 100.0 1，800円 1，800円

1 j牛 処理率 100.0 100.0 1件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 日本スポーツ振興センター共済負担金 7 

2債権の性格 私債権 取
組

3 債権の概要
日本スポーツ振興セン聖一共済掛金の保護者負担分のー 方

部

4 滞納となった要因等 県立学校の事務職員の失念のため

5 部局長等名 教育長

6 所管課等名 保健体育課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 

回収対象

整理対象

私債権

言十

A 平成29年度
実績

処理観

処理件数

日円

。件

。円

日件

。円

。件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

--------
--------
--------
--------27，200問

1件

針

B 

I!~ 
組
成
巣

C平成30年度闘 襟
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 念体沈 前年比
C/6(%) C/A(%) 

27，200円 回収率

1件 掴収率

。円 聾翠率

。件 整理率

27，200円 処現率 100.0 

1件 処瑳率 100.0 
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平成30年5月10日に収納した。

平成30年5月10日に収納した。

口実績(平成30年度末) E 平成初年度発生 F平成30年度末
(平成初年度発生分を除く。) 分期末残高 自-D+E

処瑳額 聞収率・整理率 自襟達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
D/引%) 件数 件数

D/6(%) O/A(%) 

27，200円 殴収率 100.0 

--------------1件 回収率 100.0 --------------。円 整理率 ------------。件 盤寝Z震 ------------27，200円 処理率 100.0 100.0 日円 。円

1件 処寝率 100.0 100.0 0件 。件



様式(実績2)

平成30年度債権処理計画(実績・総括票)

1部局長等名 |警察本部長

Z 取りまとめ担当課名 |警務部会計課

滞納債権の現状

3 平成30年度実績

債権の性格 種別

3-1 
回収対象

強制徴収 整理対象

公債権

計

3-2 
回収対象

非強制徴収 整理対象

公債権

~t 

3-3 
回収対象

私債権
整理対象

百十

回収対象

合計 整理対象

計

A 平成29年度
実績

処理額

処濠件数

2，761，137円

193件

948，000門

64 ;牛

3，709，137円

257件

。円

。件

。阿

。件

。円

日件

240，000円

0;牛

。円

。件

240，000円

日件

3，001，137阿

193件

948，000 pl 
64件

3，949，137円

257件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

7，537，190円

524件

。河

日件

18，036，319円

8 ;牛

25，573，509円

532件

C平成30年度目除標く。
(平成30年度発生分を ) 

処理額 臨収率・整理率

処理件数
全体比 前年比
C/6(%) C/A(%) 

2，900，000円 園級感 105.0 
200件 閤収縮 103.6 

650，000門 ~理事 68.6 
45件 整理局陣 70.3 

3，550，000円 処程寧 47.1 95.7 
245 ;牛 勉瑳寧 46.8 95.3 

OPl 筒級車

0;牛 闘収事

。円 隻翠2区

。件 霊翠率

。内 処現耳障

。件 処理寧

2，275，000 pl 組収率 947.9 

。件 闇収率

日向 蜂翠*

。件 霊寝耳巨

2，275，000門 処糧事 12.6 947.9 

。件 処現馬区 。。

5，175，000同 居間見事 172.4 
200件 宙開率 103.6 

650，000門 録湿寧 68.6 

45件 整壊$ 70.3 
5，825，000 pl 処瑳率 22.8 147.5 

245件 処理場 46.1 95.3 
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D 実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F 平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-O+E 

処理額 回収率・整環率 B標達成事 金額 金額
主な債権

処理件数 全体比 即。lfヰ/M〆 品A 3 D/C(%) 件数 件数D/白(弘)

2，052，468円 組収率 74.3 70.8 
139件 包収省高 72.0 69.5 放置違反金

637，000 pl 聖書種目巨 67.2 98.0 
44件 霊理事 68.8 97.8 

2，689，468円 処謹率 35.7 72.5 75.8 2，240，000円 7，087，722門

183件 処現耳慣 34.9 71.2 74.7 156 ;牛 497 ;件

。同 自収率

。件 周収率

。円 '委理$

。件 表理寧

日同 処理事 。阿 。河

日件 処理率 0;牛 。件

591，000門 随収率 246.3 26.0 
。件 回収車 損害措置金弁韓金〈宝通信号樺)

。円 宣告理事 鍋害賠償金弁償金(鈴鹿署神F交番)

。件 整理事

591，000伺 処理恵 3.3 246.3 26.0 3，966，941円 21，412，260円

。件 処理怒 。。 4件 12件

2，643，468円 国 収 $ 88.1 51.1 
139件 陸収率 72.0 69.5 

637，000同 銀理事 67.2 98.0 
44件 整型車$ 68.8 97.8 

3，280，468円 処理率 12.8 83.1 56.3 6，206，941円 28，499，982 pl 
183 ;牛 処理幕 34.4 71.2 74.7 160件 509件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個菓)
1債権名 放置違反金 7 

2債権の性格 強制徴収公債権 取
来週

根拠法規道路交通法第51条の4 方
3 債権の概要

放置駐車違反車荷の使用者に対する行政制裁金 童十

4 滞納となった要因等 債務者の所在不明、生活困窮等

5部局長等名 警察本部長

6所管課等名 交通昔日交通指導課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-1 
包収対象

強制徴収
整理対象

公債権

昔オ

A平成29年度
実績

処理額

処理軍件数

2，761，137円

193件

948，000円

64件

3，709，137円

257件

日当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

--------------------7，537，190円

524件

B 

取
組
成
果

C平成30年度目 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 密収君事・整理率

処理里件数
全体比 刷年比

C/町同) C/A(%) 

2，900，000円 関収務 105.0 

200件 周収率 103.6 

650，000円 整理事 68.6 

45件 建議率 70.3 

3，550，000円 処理率 47.1 95.7 

245件 知建率 46.8 95.3 
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所在不明者の追跡調査、電話や訪問等による催促などにより自主的な納付率の向上方策を
推進するとともに、納付に応じない者に対しては滞納処分を継続実施していきます。

多数滞納事業や時効切迫事案を重点に徴収を推進します。

平成30年度中、過年度の未済額の回収は139件(目標比 61件、達成率69.5同)
2. 052， 468円(目標比-847，532円、達成率70守自拍)で、医襟を下回る結集となりまし
た。

平成30年度は前年度の実績を基準に目標設定を行いましたが、多年に亙り追求が難航して
いる者の中で、特に生活実態把握困難者等からの包収が難しくなっています。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 B-D+E 

処理慈 回収率・整理率 尽標達成率 金額 金額

処混件数 全体比 前年比
D/C(同) 件数 件数0/日(怖) O/A(%) 

2，052，468丹 関収率 74.3 70.8 -------------139件 回収事 72.0 69.5 -------------637，000円 整寝E巨 67.2 98.0 -------------44件 鍵理率 68.8 97.8 

---------------2，689，468円 処翠率 35.7 72.5 75.8 2，240，000円 7，087，722円

183件 処理事 34.9 71.2 74.7 156件 497件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績里担票)
1債権名 損害賠償金弁償金(交通信号機) 7 

2 債権の性格 私債権 取
組

3 債権の概要 交通事故に伴う交返信号機の被損に係る損害賠償金
方
童十

4 滞納となった要因苓 債務者の生活劉窮

5部局長等名 警察本部長

6所管課等名 交通部交通規制課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 

回収対象

整理対象

私債権

百十

A平成29年度
実績

処理綴

処理件数

235，000円

。件

円

件

235，000 f'l 

。件

E 当初
(平成29年度末)

来済額

未済件数

--------------------9，207，200円

7件

日

取
最哩
成
果

C 平成30年度毘 標
(平成30年度発生分を除く。)

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
G/日(%) C/A(%) 

2，250，000円 厨担率 957.4 

。件 回収率

円 畳程翼民

{牛 霊型車君事

2，250，000円 処寝率 24.4 957.4 

。件 処簿率 。。

継続的に電話催告、訪問等を行い、現状にあった返還指導を促し、債権回収を図っていきま
す。

定期的に訪問、電話催告を実施して、債権回JiJ1.を図るため債務者に織入を促したものの、生
活殴窮者であり、納入ができず、目標の金額にはさEらなかったものです。

D実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を徐<0) 分期末残高 日一日+E

処理額 閉収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 O/C(%) 件数 件数0/8(%) 0/削%)

590，000円 関恨第 251.1 26.2 ---------。件 関収率 ---------円 整寝耳襲 ---------件裳湿率 ---------590，000円 処湿率 6.4 251.1 26.2 3，908，400円 12，525，600円

。件 処理寧 。。 2件 9件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 損害賠償金弁償金(鈴鹿署神戸交番)

2債権の性格 私債権

3債権の概要
運転していた自動車により鈴鹿警察署神戸交番に繰り返し
て衝突させ、ドア及び壁面を鑓傷させた損害賠償金

4 滞納となった要因等債務者の生活閤窮

5 部局長等名 警察本部長

6所管課等名 警務部会計課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

7 

取
組
方
童十

8 

取
*Jl 
成

果

A 平成29年度 日当初 C平成30年度臣 標

実績 (平成29年度米) (平成30年震発生分を除<， ) 

債権の性格 種別 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/引%) C/A(%) 

9-3 5，000円

---------
25，000円 関収率 500，0 

回収対象

。件 ----- 0件 沼収率

円----- 円 霊翠率

整理対象

私債権 {牛 ----- {牛 箆翠率

5，000円 自，829，119円 25，000円 処理皐 0.3 500.0 
言十

。件 1件 。件 処理事 。。
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平成29年4月、事件で逮捕されたことから、現状での債権回収は不可能と考えられます。
今後の捜査の推移を見守ることとします。

収監中の債務者を訪問し、債権額の一部を密収しました。

D実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F 平成初年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日一口+E

処理額 回収率・整理率 回標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
o/c(%) 件数 件数D/自(拍) D/A(%) 

1，000円 殴収率 20.0 4.0 ---------------。件 回収率 ----------円 整理率 ---------------件 整理事 ----------1，000円 処理率 。。 20.0 4.0 。円 8，828，119円

。件 処理縦 。。 。件 1件
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様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 損害賠償金弁償金(松阪署留置施設) 7 

2債権の性格 私債権 取
級

公板昌!\1'~'il!Iの置ア場ヴ面リル会ボ室ー!こドおにい椅て子、弁を叩護き士つとけ接損見壊中さにせ激た
3 債権の概要 高し、通話ロ

方
針

損害賠償金

4 滞納となった要因等債務者の生活困窮

5 部局長等名 警察本部長

6 所管課等名 警務部会計課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 
回収対象

整理対象

私債権

言十

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

円

イ牛

円

件

。円

日体

B 

耳E
最選

成
果

目当初 C 平成30年度目 標
(平成29年度末) (平成30年度発生分を徐<0) 

未済額 処理額 回収率・整理率

来済件数 処現件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

------ 円 酒収率

------ {牛 国収率

------ 円 祭翠率

------ 件 重量理事

円 。円 処理第

件 。件 処理箪

平成30年度発生債権のため取組方針設定なし

口実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F 平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 8-D+正

処理額 密収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/C(馳) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

円 濁収寧 ------------件 回収率 ------------円 整理率 ------------件 整理事 ------------。円 処理率 48，600円 48，600円

。件 処理率 1件 1件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計箇(実績・個票)
1債権名 損害賠償金弁償金(交通事故) 7 

2債権の性格 私債権 ~~ 
組

3 債権の概要
北牟婁郡紀北町地内で発生した公用車事故に係る損害賠 方

償金

4 滞織となった要因寄 納付忘れ

5 部局長等名 警察本部長

6 所管課等名 警務部警務課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 

凹収対象

重量理対象

私債権

言十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

円

{牛

円

件

。円

。件

童十

B 

取
組
成
果

日当初 C 平成30年度目 標
(平成29年度末) (平成30年度発生分を徐<0) 

未済額 処理額 回収率司整理率

未済件数 処理件数
全体比 前年比

C/8(%) C/A(帖)

------ 円 隠収率

------ {牛 閏収率

------ 円 整理恵

------ 件 整理率

円 。円 処理率

件 。件 処理率
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平成30年度発生債権のため取組方針設定なし

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 日一D+E

処理額 回収率・整理率 関標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 目'J年比
D/O(%) 件数 件数

0/8(%) D/A(%) 

円 罰収足農 -------------件 闘収率 ------------円 整理事 ------------件 霊程率 -------------。円 処理率 9，941円 9，941円

o i牛 処忽率 1件 1件



2 取りまとめ担当課名

滞締 債権の現状

3 平成30年度実績

債権の性格 種別

3-1 
回収対象

強制徴収 整理対象

公債権

計

3-2 
回収対象

非強制徴収 整理対象
公債権

言十

3-3 
回収対象

私債権
整理対象

言十

回収対象

合計 整理対象

計

A平成四年度
実績

処理額

処理件数

。円

。件

日円

。件

。円

。件

。同

。件

。門

。件

。阿

日件

。円

。件

。円

。件

。河

。件

。阿

。件

。円

。件

。円

。件

B当初 C平成30年 度 目 標
(平成29年度末) (平成30年度発生分を除く。)

未済額 処理穣 回収率・整理率

来済件数 処理件数 会体比 前年比
C/8(%) C/A作.)

日門 協収事

。件 回収集

。門 宣告渥皐

。件 重理箪

。円 OPl 処場事

。件 。件 処理寧

。同 回収率

日件 闘収罰事

。円 型豪翠率

。件 霊理事

。円 。門 処理事

。件 。件 .理.

日門 飽収率

。件 宿根.

1，523，572 pl 翌委理寧

7 イヰ 整理事

1，523，572同 1，523，572 pl 処程寧 100.0 
7件 7件 処理有罪 100.0 

。円 闇収率

。件 悶収容
トーー

1，523，572阿 重要議

7件 後型車

1，523，572円 1，523，572円 処理時 100.0 
7件 7件 絶現E担 100.0 
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D実績(平成30年度末) E 平成30年度発生 F平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分顛末残高 B-D+E 

処理額 箇収率・整理率 目標達成事 金額 金額
主な債権

処理件数 全体比 前年比 。/C(%) 件数 件数0/8(%) O/A(%) 

。円 国収感

。件 回川区事

。阿 整理務

日件 重重要望事

。門 処程率 日阿 日円

。件 処要$ 。件 。件

。円 問問皐

。件 箆概$

。伺 整理皐

。件 鐙題懇

。円 処理率 。何 。同

日件 処理事 o j牛 。件

。円 自叫民率

。件 鴎階事 工業用水道料金

OPl 整理寧 。。

。{牛 援護率 。。

。円 処理早 。。 。。 OPl 1，523，572円

o j牛 処理事 。。 0.0 日体 7件

。河 関収事

日件 聞は又率

。円 .理率 。。

。件 媛翠2事 。。

。阿 処理移 。。 。。 。円 1，523，572円

。件 処混寧 。。 。。 日件 7件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績・個票)
1債権名 工業用水道料金 7 

2 債権の性格 私債権 耳E

三重県工業用水道条例及び三重県工業用水道条例施行規
最直
方

3 債権の概要 程に基づく使用者(受水企業)への工業用水の給水にかか 針
るエ業用水道料金

4 滞納となった要因等経営状況悪化による支払遅延

5 部局長等名 企業庁長

6 所管課等名 工業用水道事業課

滞納債権の現状

9 平成30年度実績

債権の性格 穣別

9-3 

回収対象

整理対象

私債権

計

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

。円

日件

。円

。件

日円

。件

8 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

~ 
~ 
~ 
~ 
1，523，572円

7件

B 

官1
紐
成
果

C平成30年度目 擦
(平成30年度発生分を徐(0)

処理額 回収率・繋理率

処理件数 全体比 前年比
C/自(%) C/A(%) 

。円 回収率

日件 周山君臨

1，523，572円 整理率

7件 整理率

1，523，572円 処理率 100.0 

7件 処老事 100.0 
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破産手続き中の6件(887，272円)については、配当が見込まれないことからF整理」対象とし、
今後も破産手続きに従い、適切な債権管理を行う。

徴収停止中の1件(636，300円)については、改めて財産調査等を行い、その調査結果に応じて
適切な債権管理を行う。

破産手続き中の哨8幻，272丹)については、当該債務者の破産手続き中に開催された破産管|
財人による財産状況報告集会への参加により財務状況の把握に努めるとともに、破産債権盾
出書を裁判所に提出することにより時効の停止を行った。

徴収停止中の1件(636，300円)については、債権管理条例第11条第1項に基づき徴収停止措
置を採っており、当該債権者の資産状況を把握するため財産調査等を行った。

口実績(平成30年度末) E平成30年度発生 F 平成30年度末
(平成30年度発生分を除く。) 分期末残高 8-D+王

処瑳書室 回収率・整浬率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 口/0(%) 件数 件数D /町%) O/A(%) 

円 罰収足農 ------------{牛 宙収率 ~ ------。円 楚理率 。。~ ------。件 整寝率 0.0 ~ ------。円 処ド寝8区 。。 。。 。円 1，523，572円

。件 処理率 。。 。。 。件 7件



様式(実績2)

平成30年度債権処理計覇(実績・総括票)
1部局長等名 l病院事業庁長

Z 取りまとめ担当課名

滞納 債権の現状

3 平成30年度実績

債権の性格 干重量IJ

3-1 
回収対象

強公制債徴権収
整理対象

計

3-2 
限収対象

非強制徴収 整理対象

公債権

計

3-3 
回収対象

私債権
整理対象

計

毘収対象

合計 整理対象

言十

県立病院課

A 平成29年度
実績

処理額

処理件数

。円

。件

日門

o i牛
。円

。件

。円

日件

。円

。件

。円

。件

7，707，749円

63件

1，501，866門

11件

9，209，615円

74件

7，707，749阿

63件

1，501，866円

11 i牛

9，209，615門

74件

B当初 C 平成30年度毘 標
(平成29年度末) (30年度発生分を除く。)

来斎額 処理額 回収率・整理率

未済件数 処理件数
全体比 前年比

C/町%) C/A(駒)

。門 盟収~

o i牛 箇収率

。円 霊現.

。件 皇室現.

。円 。内 処理襲寧

。件 o i牛 処理昂

。同 闘 収 $

日件 宙収単

0F'l 護君臣寧

。件 整理態

0F'l 。阿 処理事

。件 日件 処湿率

5，828，399 F'l 潤収調巨 75.6 
26件 聞収率 41.3 

1，409，420門 援謹直属 93.8 
7件 整理摩 63.6 

76，171，593円 7，237，819円 処理事 9.5 78.6 
501件 33件 処理率 6.6 44.6 

5，828，399円 国収率 75.6 
26 i牛 臨収率 41.3 

1，409，420 F'l 霊理羽匹 93.8 
7件 盛現. 63.6 

76，171，593阿 7，237，819円 処理移 9.5 78.6 
501件 33件 処理鹿寧 6.6 44.6 
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。実績(平成30年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 B-D+正

処理額 回収率E整理率 目標進成調停 金額 金額 主な債権

処理件数 全体比 前年比 0/引%) 件数 件数0/6(%) O/A(拍)

。阿 隠収率

。件 回収車

。円 援理事

。件 霊議事

。円 処遇率 。円 日門

。件 処理寧 。件 。件

。円 回収車

。件 園収率

日円 霊理2巨

日件 強理皐

。円 処理率 0F'l 。円

。件 処現議 。件 。件

9，391，858 F'l 幽4足率 121.8 161.1 県立病院使用料等

67 i牛 掴収$ 106.3 257.7 
2，335，482内 霊理"事 155.5 165.7 

10件 築現率 90.9 142.9 
11，727，340 F'l 処寝卑 15.4 127.3 162.0 3，771，325門 68，215，578丹

77件 処寝局幹 15.4 104.1 233.3 33件 457件

9，391，858内 幽収率 121.8 161.1 
67件 隠収率 106.3 257.7 

2，335，482 F'l 銀理局民 155.5 165.7 
10 i牛 建軍事 90.9 142.9 

11，727，340内 処理寧 15.4 127.3 162.0 3，771，325門 68，215，578門

77件 処寝2事 15.4 104.1 233.3 33件 457件



様式(実績1)

平成30年度債権処理計画(実績イ臨票)
1債権名 県立病院使用料等 7 

2 債権の性格 私債権 取
t哩

3 債権の概要
県立病続で診療、処置等を受けた者が納付しなければなら 方

ない使用料等(三重県病院事業条例)

4 滞納となった要因等患者の生活困窮

5部局長等名 病院事業庁長

日所管課等名 県立病院課

滞納債権の現状

9平成30年度実績

債権の性格 種別

9-3 
回収対象

整理対象

私債権

百十

A平成29年度
実績

処理額

処理件数

7，707，749円

63件

1，501τ866円

11件

9，209，615円

74件

B 当初
(平成29年度末)

未済額

未済件数

~ 

-------~ 
~ 
76，171，593円

501件

童十

自

取
車哩
成
果

G平成30年度目 標
(30年度発生分を徐<0) 

処理額 Ilil収率・整濯率

処理件数 全体比 目"年比
C/8(%) C/削%)

5，828，399円 回収率 75.6 

26件 回収率 41.3 

1，409，420円 望室務局区 93.8 

7件 隻程率 63.6 

7，237，819円 処理理事 9守5 78.6 

33件 処理事 6.6 44.6 

87 

回収対象債権について、積極的に納付の督促等を実施する。

債務者に対して、書面、電話、面談等により督促等を行い阜期の納付を促すとともに、弁護士
への回収業務委託を実施しました。
そうした結果、平成30年度中において939万2千円の債権を回収することができました。

口実績(平成30年度末) E 30年度発生分期 F平成30年度末
(30年度発生分を除く。) 末残高 日一口十E

処理議 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/C(%) 件数 件数0/8(%) 0/叫%)

9，391，858円 闘収率 121.8 161.1 _;------------67件 問収率 106.3 257.7 ~ -------2，335，482円 整理繕 155.5 165.7 --------------10件 護理事 90.9 142.9 --------------11，727，340円 処理率 15.4 127.3 162.0 3，771，325円 68，215，578円

77件 処理事 15.4 104.1 233.3 33 i牛 457件


